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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針について  

   

１ 実施理由 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条「教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価等」の規定により実施するものである。 

２ 趣旨 

 東村山市教育委員会は、毎年、主要な施策や事務事業の取組状況について点検及び評価を行い、

課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。  

 また、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表する

ことにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。  

３ 実施方法 

(1) 毎年度策定する「東村山市教育委員会の基本方針に基づく主要施策」を対象とし、点検及

び評価を行う。 

(2) 点検及び評価は、前年度の施策・事業の実施・取組状況を総括するとともに、課題や今後

の取組の方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

(3) 施策・事業の実施・取組状況を取りまとめ、学識経験者の意見を聴取した上で、教育委員

会において点検及び評価を行う。 

(4) 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「点検・評価に関する有識者」

を置く。 

①「点検・評価に関する有識者」は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が

委嘱する。 

②「点検・評価に関する有識者」の任期は２年とする。 

(5) 教育委員会において、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を東村山

市議会へ提出する。また報告書は公表するものとする。 

 

参 考 

東村山市教育委員会の基本方針 

●東村山市教育委員会の基本方針（平成２１年４月１日改定） 

基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成 

基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長 

基本方針３ 「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実 

基本方針４ 「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進 
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※ 執行状況及び評定について 

 

（基本方針に掲げる施策事業の達成度による評定とする。） 

 

 

達成度 

 

説明 

 

Ａ 

 

基本方針に掲げる施策事業を達成し、優れた成果があった。 

 

Ｂ 

 

基本方針に掲げる施策事業を概ね達成し、課題解決に向け取組んでいる。 

 

 

Ｃ 

 

基本方針に掲げる施策事業に複数の未達成部分があり、課題解決に向け困難を要す

る。 

 

 

Ｄ 

 

基本方針に掲げる施策事業の進展が見られない。（事業の廃止・中止等） 
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東村山市教育委員会の概要 

 

東村山市教育委員会は、東村山市長が東村山市議会の同意を得て任命した５人の委員よ

り組織される合議制の執行機関であり、その権限に属する教育に関する事務を管理執行し

ている。委員の任期は４年である。 

 教育委員会には教育長が置かれ、教育委員会の指揮監督の下にその事務をつかさどって

いる。その組織としては、１部（教育部）９課（庶務課、学務課、指導室、教育支援課、

社会教育課、市民スポーツ課、図書館、公民館、ふるさと歴史館）となっている。 

 教育委員の会議は、毎月１回定例会を開催し必要に応じて臨時会等を行っている。平成

２６年は、定例会１２回、臨時会３回、を開催し、議案３５件、報告事項１１２件につい

て審議等を行った。また、定例の学校訪問（年間、全校２３校）、市立小・中学校の研究発

表会や道徳授業等地区公開講座等、各学校や市が主催する文化・スポーツ等の行事への参

加、研修会の講師、ＰＴＡ、市民団体等との懇談等を適宜行っており、委員としての研修

にも参加し自己研鑽を行っている。 

 東村山市教育委員会は、当市の教育行政の基本となる「教育目標」と、この目標を達成

するための「基本方針」を毎年度審議し策定をしている。これらに基づき、各所管、各学

校が様々な計画を行い活動に取り組んでいる。 
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東村山市教育委員会の委員（教育委員）の活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校数小学校１５校 

中学校８校（分校を含む） 

※周年行事実施校 東村山第七中学校  （創立３０周年） 

    

    

 

 

 

 

 

活 動 内 容 実 施 数 日 数 

教 育 委 員 会 

定 例 会 
毎月１回 

１２回 
１２日 

臨 時 会 ３回 ３日 

学 校 訪 問 ２３回 ２３日 

行

事 

入 学 式 １１か所 ３日 

卒 業 式 ７か所 ２日 

運 動 会 ２３か所 ８日 

周 年 行 事 １か所 １日 

その他（研究発表会等） 多数 
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平成 26年度 東村山市教育委員会の教育目標 

 

 

 教育は、常に、普遍的かつ個性的な文化の創造と豊かな社会の実現を目指し、平和的

な国家及び社会の形成者として自主的精神にみちた健全な人間の育成と、わが国の歴史

や文化を尊重し国際社会に生きる日本人の育成とを期して、行われなければならない。  

 同時に、教育は、社会の変化に対応して絶えずそのあり方を見直していかなければならない

ものである。 

このことから、経済・社会のグロ－バル化、情報の技術革命、地球環境の問題、少子

高齢社会の到来など、時代の変化に主体的に対応し、日本の未来を担う人間を育成する

教育が、重要になっている。  

 特に、東村山市の教育においては、「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 

東村山」の実現を目指し、東村山市を愛し、互いに助け合い、物心ともに豊かなまちづ

くりに貢献できる市民の育成を期して、行われなければならない。 

  東村山市教育委員会は、このような考え方に立って、以下の「教育目標」に基づき、

東京都教育委員会及び他の区市町村教育委員会と連携して、積極的に教育行政を推進す

る。 

 

東村山市教育委員会は、子供たちが、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、人間

性豊かに成長することを願い、 

 

○ 互いの生命及び人格を尊重し、思いやりと規範意識をもって行動する人間 

○ 社会の一員として、社会に貢献しようとする人間 

○ 自ら学び自ら考えて行動する、個性と創造力豊かな人間 

 

の育成に向けた教育を重視する。 

 また、学校教育及び社会教育を充実し、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で学び、

支え合うことができる社会の実現を図る。 

 そして、教育は、家庭、学校及び地域のそれぞれが責任を果たし、連携して行わ

れなければならないものであるとの認識に立って、すべての市民が教育に参加する

ことを目指していく。 
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平成２６年度東村山市教育委員会の基本方針 

 

東村山市教育委員会は、「教育目標」を達成するために、東村山市の特性を生かし、以

下の「基本方針」に基づいて、総合的に教育施策を推進する。 

 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

多様な人々が共に暮らす東村山市にあっては、 

すべての大人や子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思い

やりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神を

はぐくむことが求められる。 

 そのために、人権教育及び自他の生命を尊重するなど心の教育を充実するとと

もに、権利と義務、自由と責任についての認識を深めさせ、公共心をもち自立し

た個人を育てる教育を推進する。 

 

（１）児童・生徒が、自他をいつくしみ生命を大切にするなど、健やかで人間性豊かに

成長できるよう、「いのちとこころの教育」を学校教育を含めた東村山市全体で適切

に実施するとともに、学校・家庭・地域・行政の連携のもとに、「こころとからだの

健康づくり」を推進する。 

（２）人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすため、国が

策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」や「東京都人権施策推進指針」等を

踏まえるとともに、学校教育や社会教育等を通じて、ハンセン病回復者、子供、高

齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等、犯罪被害者や

その家族、その他の人権問題など様々な人権課題にかかわる差別意識の解消を図る

ため人権教育を効果的に推進する。 

 ① 東村山市における人権教育にかかわる課題の解決に向け、学校・家庭・地域・行

政が一体となった人権教育を一層推進する。 

② 東京都男女平等参画基本条例や東村山市男女共同参画条例に基づき、男女が互い

の違いを認めつつ、個人として尊重される男女両性の本質的平等の理念を児童・生

徒に理解させ、その具現化を図るため、適正な男女平等教育を推進する。 

③ 相互に支え合う社会づくりを目指して、自他の権利を重んじ義務を確実に果たす

ことや人への思いやりが実際の行動につながるよう、社会体験や自然体験、交流活
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動などの学習の機会を充実する。また、学校における道徳教育等と地域における多

様な体験活動との関連を図り、児童・生徒に豊かな心を育てる幅広い教育活動を促

進する。 

（３）いじめや不登校など、児童・生徒の多様な課題に対応するため、互いに認め合い

共に学び合う学校づくりを進めるとともに、学校における情報の共有や相談体制の

充実を図る。また、いじめや不登校にかかわる調査を分析し、その結果を児童・生

徒の実態に基づく指導の充実に生かすとともに、関係機関との連携を強化するなど、

児童・生徒の健全育成の充実を図る。 

（４）児童・生徒が、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付けるとともに、

地域の担い手として、社会貢献の精神をはぐくむため、家庭や青少年対策地区連絡

協議会等の地域諸団体等と連携し、東村山市の特性を生かした「いのちとこころの

教育」を推進する。また、健全育成のための環境整備の充実に努める。 

 ①  社会の一員としての自覚を高め、社会性をはぐくみ、健全で豊かな心を育成する

ことをねらいとして、「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」「青少年健全育

成大会」等を実施し、自然体験・ボランティア体験等の充実を図る。  

② ２月１日から同月７日の「東村山市いのちとこころの教育週間」に「市民の集い」

等の「いのちとこころの教育」にかかわる取組を東村山市全体で実施する。各種の

事業を通して、児童・生徒の自主的な活動を促し、心豊かで、たくましく生きるこ

とのできる子供たちを育成する。 

③ 子供たちに善悪の判断や社会生活上のルールの遵守等、規範意識をしっかりと身

に付けさせる指導の更なる充実を図る。 

④ 子供たちに火災や自然災害等を踏まえた避難訓練を実施し、自分の安全を守るた

めに必要な危険に対する知識や安全な行動の仕方等、基礎的・基本的事項の確実な

定着を図り、危険を予測し回避する能力と、他者や社会の安全に貢献できる資質や

能力を育成するための安全教育及び防災教育を推進する。 

⑤ 子供たちを犯罪や災害等から守るために、「東村山市立小・中学校災害対応マニュ

アル」等を活用し、安全確保・安全管理の徹底や家庭・地域・関係諸機関とのネッ

トワークの強化を図る。 

 

【基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長】 

 グローバル化と情報技術革命が進む社会にあっては、 
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 国際社会に生き社会の変化に対応できるよう、子供たち一人一人の思考力、判

断力、表現力などの資質・能力を育成することが求められる。 

 そのために、基礎的な学力の向上を図り、子供たちの個性と創造力を伸ばす教

育を重視するとともに、国際社会に生きる日本人を育成する教育を推進する。 

 

（１）国際社会の中で活躍し、我が国や東村山市の発展に貢献する人材を育成するため、

独創性や才能を伸ばす、多様な教育手法や制度を導入・拡充する。  

 ① 子供に対する一貫性のある指導を行うため、幼稚園・保育所からの各校種間の連

携を重視した教育を推進する。 

特に、小学校への円滑な接続を図るために、幼稚園・保育所・小学校が連携した

就学前からの教育の在り方を改善する取組を進める。 

② 児童・生徒が自らの資質・能力を発見し、自己実現を図る力をはぐくむことがで

きるよう、学校の特色を生かした教育課程の編成や指導方法の工夫・改善を進める。

また、学習指導要領のねらいを達成するため、教育課程の適正な実施について各学

校へ適切な指導を行う。 

（２）日本や世界の伝統ある文化や芸術に触れる機会の充実を図り、郷土に対する愛着

や誇りをはぐくむとともに、多様な文化に対する理解を深め、世界の中の日本人と

してのアイデンティティーを育てる教育を推進する。  

（３）児童・生徒一人一人の「生きる力」を育成するという基本的な考え方に立ち、子

供たちと向き合う時間を大切にし、時間的・精神的なゆとりの中でじっくり学び、

学習意欲を高め、基礎的・基本的な内容を確実に身に付ける教育を推進し、確かな

学力を育成する。 

① 習熟の程度に応じた少人数指導やティームティーチングの充実等、個に応じた多

様な教育を推進する。 

② 「全国学力・学習状況調査」や「児童・生徒の学力向上を図るための調査」等の

結果を踏まえ作成する「授業改善推進プラン」の実施・検証・改善を通して、児童・

生徒の学力向上を推進する。また、基本的生活習慣の確立が望ましい学習活動を支

えていることから、家庭との連携を図り生活習慣の改善を促進する。  

（４）東村山市特別支援教育推進計画（第３次実施計画）に基づき、特別な教育的支援

を必要とする児童・生徒等の一人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期か

ら学校卒業までのライフステージを見通した多様な教育を展開し、社会的自立を図



 

- 9 - 

ることのできる力や地域の一員として生きていける力を培う教育を着実に推進す

る。 

① 幼稚園・保育所、小・中特別支援学級（固定学級・通級指導学級）、特別支援学校

及び相談機関等との連携の充実を図る。  

② 特別支援教育の理念に基づき、小・中学校に在籍する特別な教育的支援を必要と

する児童・生徒への教育及び支援を具体化し一層の充実を図る。 

（５）児童・生徒の勤労観・職業観や主体的に進路を選択する能力・態度をはぐくむた

め、関係諸機関との連携体制を整備し、職場見学や職場体験等の体験学習を推進し、

キャリア教育の充実を図る。 

（６）個性を発揮し、創造的な活動の基盤となる健康や体力に関する意識を高め、健康

を保持増進する資質や能力をはぐくむとともに、体力の向上を目指し、学校・家庭・

地域が連携・協力した児童・生徒の健康・体力つくりや食育を推進する。 

（７）児童・生徒の情報活用能力を育成するとともに、学習に対する興味・関心を高め、

理解を深めるために、ＩＣＴの活用を図るとともに、情報モラルを身に付け、適切

に活用できるよう学習活動を充実させる。 

（８）東村山市子ども読書活動推進計画（第２次）に基づき、児童・生徒に進んで読書

を行う態度と豊かな心をはぐくむ教育を推進するとともに、環境整備に努める。 

（９）喫緊の課題である地球温暖化防止のために、小・中学校におけるＣＯ 削減や省

エネルギー・省資源にかかわる環境教育の充実を図り、持続可能な社会の実現を推

進する。 

 

【基本方針３ 「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実】 

少子高齢社会の中で「明日を拓く、豊かな心と創造力を育てるまち」を目指す東村山

市にあっては、活力ある社会を築いていくよう、個人の生活を充実するとともに、一人

一人が社会に貢献できるようにすることが求められる。 

そのために、人々が生涯を通じて、自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会参加でき

る機会の充実を図る。 

 

（１）生きがいやゆとりのある人生を送ることを目的とした生涯学習を推進するため、

学習や交流の機会、情報提供、社会参加の仕組みの整備など、市民の多様なニーズ

に対応した東村山市生涯学習計画に基づき、総合的・広域的に支援する。 

2 
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（２）公民館・図書館・ふるさと歴史館などの機能を十分に発揮して、社会教育活動の

充実を図るとともに、学習成果を地域の活動に生かせる人材を育成し、家庭や地域

の教育力の向上を図る。 

（３）市民のだれもが芸術・伝統文化などに親しみ参加できる機会を提供するとともに、

市民の文化の創造・交流の場の充実を図る。 

（４）東村山市に伝わる有形・無形の文化財の保護に努めるとともに、国宝の正福寺地

蔵堂や八国山たいけんの里にある東京都指定下宅部遺跡漆工関連出土品等、東村山

市の特色ある文化財の公開・活用を進める。 

（５）スポーツ都市宣言を行っている東村山市として市・教育委員会・公益社団法人東

村山市体育協会・体力つくり推進委員会及び各関係機関と市民が一体となり、スポー

ツの推進と体力つくり活動を推進し、スポーツを生涯の友とする「いつでも」「どこ

でも」「誰もが」「いつまでも」気軽にスポーツに参画することができる「生涯スポー

ツ社会」の実現を図る。 

 

【基本方針４ 「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進】  

 ２１世紀の教育改革を推進するためには、 

 家庭・学校・地域の協働とすべての市民の教育参加を進め、市民感覚と経営感

覚をより重視して、教育行政を力強く展開することが求められる。 

 そのために、東京都教育委員会及び他の区市町村教育委員会との緊密な連携・

協力のもとに、地域の特性を踏まえた広域的な視点に立つ教育行政を進めるとと

もに、効率的で透明性の高い開かれた学校経営の支援を目指す。 

 

（１）二学期制のよさを生かし、学校経営の更なる改革を推進するとともに、計画的か

つ効果的な教育活動の充実に努める。 

（２）小学校と中学校の円滑な接続に努め、児童・生徒間、教員と児童・生徒間、教員

間の交流活動を推進する中で、小・中学校間の教育内容及び健全育成の連携をより

深め、児童の市立中学校進学への期待と生徒の自己有用感を高める。 

（３）学校教育の改善に対する各学校の自主的・自律的な取組を進めるため、校長のリ

ーダーシップの確立を図るとともに、主幹教諭や主任教諭の配置と活用により学校

の組織的な課題対応力の向上を図る。 

（４）教員の資質・能力の向上を図るため、教員の職層やライフステージに応じ、人事
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考課と連動した能力開発型の研修を行うなど、体系的な研修の質的充実を図る。  

（５）学校における個人情報の管理を徹底し、外部への流失等を防止する。 

（６）保護者、地域住民等の学校外の人材を活用するなどして、学校経営のより一層の

充実を図る。 

（７）学校評議員制度の積極的な活用を図り、保護者や地域住民の参画を求めるととも

に、適正な学校評価を実施し、その結果を学校経営に反映させ、開かれた学校づく

りを一層推進する。 

（８）地域との連携を図るための教育ネットワークづくりを推進するとともに、地域に

おける「土曜講座」などの多様な体験活動の充実を図り、地域に根ざした教育を一

層推進する。 

（９）学校内外における児童・生徒の安全を確保するため、セーフティ教室の実施や学

校での地域安全マップの作成等、安全教育の充実を図るとともに、防犯体制の整備

やボランティアへの巡回の働きかけ等、警察・学校・保護者・地域が一体となった

取組を推進する。 

（１０）学校施設の老朽化対策や教育環境の改善を図る。また、災害時の緊急避難場所

としての機能を確保する為、安全対策の整備を推進する。 

（１１）学校をはじめとする教育施設は市民の共有財産であるとの観点から、学校施設・

機能の開放や施設の一層の効率的な運営を図る。 
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平成 26年度 東村山市教育委員会の基本方針に基づく 

主要施策の点検及び評価 

 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

多様な人々が共に暮らす東村山市にあっては、 

すべての大人や子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思い

やりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神を

はぐくむことが求められる。 

 そのために、人権教育及び自他の生命を尊重するなど心の教育を充実するとと

もに、権利と義務、自由と責任についての認識を深めさせ、公共心をもち自立し

た個人を育てる教育を推進する。 

 

（１） 児童・生徒が、自他をいつくしみ生命を大切にするなど、健やかで人間性豊か

に成長できるよう、「いのちとこころの教育」を学校教育を含めた東村山市全体

で適切に実施するとともに、学校・家庭・地域・行政の連携のもとに、「こころ

とからだの健康づくり」を推進する。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）「いのちとこころの教育週間」における教育活動の公開 

・校長会において「いのちとこころの教育週間」実施の趣旨について再確認し、管理職

を通じて各校の研修会等を通じて全教職員への周知を行った。全小・中学校で関連す

る取組を行い、多くの学校が道徳授業地区公開講座や学校公開と関連付けて取り組ん

だ。このことにより、児童・生徒が心身の健康や命の大切さについて学んでいる様子

を広く市民に公開することができた。 

Ｂ ②（指導室）「着衣水泳」、「救命講習会」の実施 

・小学校では、児童の危機対応力を向上させるため、着衣水泳の実施や内容の充実につ

いて体力つくり検討委員会で情報交換する機会を設けて内容の充実を図り、全校で実

施した。 

・中学校では、生徒の危機対応力を向上させるため、第３学年生徒を対象に普通救命講

習（講習時間３時間）を全校で実施した（受講者１，２１１名）。 
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今後の取組の方向性 

①（指導室）本市の特色ある教育活動として次年度も継続する。 

②（指導室）今後も安全性の確保のため継続して実施する。特に救命講習については、高校進学

を控えている２月から３月に実施していた本事業の実施時期を見直し、生徒の参加率を向上さ

せる。 

 

（２）人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすため、国が

策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」や「東京都人権施策推進指針」等を

踏まえるとともに、学校教育や社会教育等を通じて、ハンセン病回復者、子供、高

齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等、犯罪被害者や

その家族、その他の人権問題など様々な人権課題にかかわる差別意識の解消を図る

ため人権教育を効果的に推進する。 

 ① 東村山市における人権教育にかかわる課題の解決に向け、学校・家庭・地域・行

政が一体となった人権教育を一層推進する。 

担当課：指導室・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）「人権教育推進委員会」の開催 

・年間５回実施した人権教育推進委員会において授業研究を実施し、その成果を学校に

還元できた。また、ハンセン病資料館のフィールドワークを通して、指導資料の活用

方法と具体的な実践事例について検討したことで、各学校での人権尊重教育を推進

することができた。 

・東京都教育委員会人権尊重教育推進校の研究発表会に参加したり、平成２５年度の東

村山第七中学校の実践を参考にしたりして、研究成果を各学校の人権教育の実践に活

用することができた。 

Ｂ ②（図書館）人権教育を進めるための情報提供 

・中央図書館、秋津図書館に「ハンセン病を知る本」コーナーを設置し、ハンセン病関

連資料の保存を図るとともに、継続して資料収集及び貸出を行った。  

・平成２４年改訂の「全生園とハンセン病を知る―ブックリストと資料」について、さ

らに新刊書の差替えや、市と全生園入所者自治会で作成したＤＶＤ発行や年表等の追

記をした改訂第四版を発行し、図書館内や教育週間、「市民の集い」等の市内の人権
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に関わる各事業での資料配布や図書展示を行い、啓発や情報提供をした。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）本市及び各校の特色を生かした人権教育の充実を図るため、全生園での学習形態等

についてさらに有効な方法を探る。 

②（図書館）今後も国立ハンセン病資料館等と連携して継続的に資料収集を行い、折に触れて情

報提供を行う。 

 

 ② 東京都男女平等参画基本条例や東村山市男女共同参画条例に基づき、男女が互い

の違いを認めつつ、個人として尊重される男女両性の本質的平等の理念を児童・生

徒に理解させ、その具現化を図るため、適正な男女平等教育を推進する。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）男女平等教育の推進 

・人権教育推進委員会において各学校における男女平等教育の推進状況を確認し、学校

における人権教育プログラムを活用した研修の実施を指示した。また校長会におい

て、性的マイノリティへの配慮について具体的な配慮事例を示し、所属職員へ理解・

啓発を図るため周知した。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）今後も定期的に学校で研修を行うなどして取組を継続する。 

 

③ 相互に支え合う社会づくりを目指して、自他の権利を重んじ義務を確実に果たす

ことや人への思いやりが実際の行動につながるよう、社会体験や自然体験、交流活

動などの学習の機会を充実する。また、学校における道徳教育等と地域における多

様な体験活動との関連を図り、児童・生徒に豊かな心を育てる幅広い教育活動を促

進する。 

担当課：指導室・公民館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）道徳教育の推進 

・道徳教育推進委員会で、前年度の各学校における道徳授業地区公開講座の取組内容につ

いて情報交換した上で、全校で実施した。保護者５，０１３名及び地域住民９８名の参
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加があり、前年度に比べて増加した。【平成２５年度参加者：保護者３，２８９名、地

域住民１０５名】 

・道徳教育推進委員会を年間５回開催し、報告書にまとめた。委員会では、道徳教育に識

見の深い講師を招き、道徳の時間の展開方法等を学ぶことで、授業力の向上を図ること

ができた。 

Ｂ ②（公民館）親子講座の開催 

・夏休みに親子で体験する夏休み親子バス見学「株式会社イワコー（おもしろ消しゴムの

製造）工場見学」を実施した。（参加者１３組２９名）【平成２５年度参加者１３組３２

名】 

・市制施行５０周年記念事業として、「地場野菜使用のおいしいレシピ」「地場産果樹のお

いしいレシピ」を親子料理講座として開催。地産地消をテーマに東村山市で伝えられて

きた食文化と新鮮な地場野菜、果樹を使用した。（参加者２６組５３名） 

Ｂ ③（公民館）小学生体験講座の開催 

・おもしろ科学あそび「偏光板のマジック～色のかわる小箱を作ろう」を開催。虹の色

は世界共通で七色に見えるのか。色をテーマに科学あそびに興味を持たせる講座とな

った。（参加者３７名）【平成２５年度参加者３７名】 

Ａ ④（公民館）夏休み映画会の開催 

・夏休み映画会を３日間開催し、全公民館（５館）で実施した。映画の内容は「忍たま

乱太郎、ムーミン、のっぺらぼう（日本のおばけ話）、ミッキーマウス」を上映した。

多くの方に来場していただけるよう児童館、学童クラブ等にも周知を図った結果、昨

年度より参加者を上回った。（参加者３２１名）【平成２５年度参加者２５０名】 

今後の取組の方向性 

①（指導室）地域・家庭・学校が連携した道徳教育の推進を図るため、今後も継続して行う。ま

た学習指導要領の改訂に伴い実施される予定の「特別の教科 道徳」を見据え、道徳教育推進

委員会において関連する研修を行う。 

②（公民館）今後も親子で楽しく学べる講座や夏休み親子バス見学等様々な体験活動の場を広げ

て魅力的な講座を継続し、提供していく。 

③（公民館）児童・生徒の夏休みの学習の機会として事業を提供し、夏休みの課題学習、自由研

究等に繋がる講座として次年度も継続する。 

④（公民館）今後も豊かな心を育むような上映内容を検討する。 
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（３）いじめや不登校など、児童・生徒の多様な課題に対応するため、互いに認め合い

共に学び合う学校づくりを進めるとともに、学校における情報の共有や相談体制の充

実を図る。また、いじめや不登校にかかわる調査を分析し、その結果を児童・生徒の

実態に基づく指導の充実に生かすとともに、関係機関との連携を強化するなど、児

童・生徒の健全育成の充実を図る。 

担当課：指導室・教育支援課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ① （指導室）いじめ防止対策の取組 

・東京都教育委員会のいじめ防止総合対策と関連させながら、「東村山市いじめ防止等の

ための基本的な方針」を策定し、「学校生活指導連絡協議会」、「いじめ問題調査委員会」

を立ち上げた。また学校においても「学校いじめ対策基本方針」を作成し、校内組織の

構築やスクールカウンセラーによる小５、中１の全員面談などを実施した。 

・学校いじめ対策基本方針の作成に当たり、管理職対象の説明会を実施し、生活指導主任

会で各校の取組について情報交換したことで充実させることができた。 

・市独自のいじめ実態調査を年間３回実施したことで定期的な実態把握ができた。 

Ｂ ② （指導室）不登校児童・生徒への対応 

・教育支援課と連携し、学校不適応対策連絡会を年間５回実施したことで、不登校の未然

防止や不登校傾向にある児童・生徒の学校復帰を支援するための具体的な対応について

協議を行うことができた。 

・学校訪問の際に、自尊感情や自己肯定感を育む研修を行ったことで、教職員の指導力、

対応力の向上を図ることができた。 

・学校適応状況調査を毎月実施したことで、例月の校長会や副校長会等で報告したり上記

連絡会で情報を共有したりするなどして各校の問題解決の一助とすることができた。 

Ａ ③（指導室）「生徒会サミット」の開催 

・「いじめを生まない、許さない学校づくりに向けて、私たちにできること」をテーマに、

いじめの未然防止に向けた「東村山市立中学校 いじめ防止宣言」を作成した。また、

各学校ではいじめ防止をテーマとした漢字一文字を掲げ、未然防止に関わる取組を行っ

た。 

・生徒会サミットの実施に当たり、学校評議員や東村山警察署員にも参加を募り、地域と

学校が連携した活動に発展させることができた。 
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Ｂ ④（教育支援課）健全育成学習室（希望学級）の運営 

・通常の学校生活に適応できず、不登校傾向にある男子１１名、女子９名、計２０名に対

して、適応指導、教育相談、学習指導、進路指導、体験活動等を通じ集団生活への適応

や学校への復帰を支援した。 

Ｂ ⑤（教育支援課）スクールカウンセラーの活用 

・全校配置の東京都スクールカウンセラーによる小学５年生、中学１年生の全員面接の実

施など、学校における相談体制の充実を図るとともに、年３回のスクールカウンセラー

連絡会を通じて、情報の共有を図った。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）基本方針に基づいて実施した各学校の取組を全校で共有し、実質２年目となる各校

の取組内容の充実を図る。また、学校のいじめ実態に関する報告を毎月求めるよう変更するこ

とで、短いスパンで実態を把握できるようにする。 

②（指導室）不登校の未然防止や不登校児童・生徒の学校復帰に向けて、教育支援課との連携を

強化し、平成２７年度より設置するスクールソーシャルワーカーの有効な活用を図る。 

③（指導室）今後も継続実施する。平成２７年度の発表テーマは、これまでと同様に「望ましい

人間関係づくり」とし、サブタイトルを「中学校生徒会の考えるＳＮＳ利用のルール（仮題）」

として、中学生の考えたルールを広く市民に周知する。 

④（教育支援課）健全育成学習室（希望学級）の運営方法を見直すとともに、「学校不適応対策連

絡会」の実施など、指導室と連携し、不登校児童・生徒の早期問題解決に取り組む。 

⑤（教育支援課）学校、指導室と連携して東京都スクールカウンセラーによる学校での教育相談

活動を継続的に実施し、不登校の未然防止や早期解決、いじめの未然防止に取り組む。 

 

（４）児童・生徒が、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付けるとともに、

地域の担い手として、社会貢献の精神をはぐくむため、家庭や青少年対策地区連絡

協議会等の地域諸団体等と連携し、東村山市の特性を生かした「いのちとこころの

教育」を推進する。また、健全育成のための環境整備の充実に努める。 

 ①  社会の一員としての自覚を高め、社会性をはぐくみ、健全で豊かな心を育成する

ことをねらいとして、「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」「青少年健全育

成大会」等を実施し、自然体験・ボランティア体験等の充実を図る。 

担当課：社会教育課 

達成度及び施策の取組状況 
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Ａ ① （社会教育課）「八国山芸術祭」の実施 

・市制施行５０周年記念事業において市内中高生の部活動等の成果の発表の場として、市

を象徴する心の原風景である「八国山」を冠とした芸術祭を開催した。これからの東村

山市を担う中高生の活力ある演技や演奏等などを行った。（延べ来場者８７８人） 

Ｂ ② （社会教育課）「青少年健全育成大会」の実施 

・青少年健全育成大会では、中学生の主張（作文・絵画イラスト）・青少年善行表彰・市

内小中の児童、生徒による発表を実施した。社会との関わりや自分の役割を考える機

会とした。また、「家庭の日」の取り組みを青少対等の協力を得て、社会の一員として

の自覚を持たせることを地域と家庭で取り組むよう推進した。（来場者４１０人）【平

成２５年度来場者５１２人】 

Ｂ ③ （社会教育課）「輝け！東村山っ子育成塾」の実施 

・「輝け！東村山っ子育成塾」では、異年齢集団活動を通して、規範意識やチームワーク

の大切さを学ぶことと合わせ、自主性と協調性を養うように努めた。 

（参加者延べ３８５人）【平成２５年度参加者延べ３５２人】 

Ｂ ④ （社会教育課）「なぎさ体験塾」の実施 

・「なぎさ体験塾」を柏崎市、小平市との交流事業として実施した。「海」をテーマに新

しい企画も取り入れ体験活動を行い、交流事業を展開することができた。 

（参加者６９人）【平成２５年度参加者７０人】 

今後の取組の方向性 

①（社会教育課）これからの東村山市を担う中高生の活力ある演技や演奏等などの発表する場と

しての芸術祭を、バージョンアップして実施できるよう、検討していきたい。 

②（社会教育課）作文は１４５３編の応募があったが、絵画・イラストについては、学校によっ

て出品にばらつきがあるが、５５６点の応募があった。美術教諭の理解・協力を得ながら、各

学校のばらつきがないよう出品数を増やし、来場者も増やしていきたい。 

③（社会教育課）今後も、異年齢による集団活動を推進し、「いのちの大切さを学びともに生きる」

プログラムを展開していく。また、多くの体験活動を取り入れ、参加者に常に真新しい新鮮な

事業を展開していく。 

④（社会教育課）「なぎさ体験塾」は東京都市長会の助成事業であり交流事業の必要性は特に重要

である。２７年度までの３カ年で現状の事業形態は終了する。今後も引き続き交流事業が継続

できるよう市長会に継続申請を提出していきたい。 
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 ② ２月１日から同月７日の「東村山市いのちとこころの教育週間」に「市民の集い」

等の「いのちとこころの教育」にかかわる取組を東村山市全体で実施する。各種の

事業を通して、児童・生徒の自主的な活動を促し、心豊かで、たくましく生きるこ

とのできる子供たちを育成する。 

担当課：社会教育課・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①(社会教育課) 「市民のつどい」の実施 

・平成２７年２月１日に実施した「市民のつどい」では第１部として中学生による人権作

文等の発表と生徒会による「望ましい人間関係づくり」の取組みの発表、第２部として

東村山第二中学校の演劇部の発表、第３部として佐藤真海さん（パラリンピアン）によ

る講演を行った。 

(来場者４３４人)【平成２５年度来場者４６４人】 

Ｂ ②（図書館）「いのちとこころの教育」関連事業 

・互いの違いを認め合うことの大切さを描いた本を紹介したブックリスト「みとめあうっ

てすてきだね」１～４を作成・配布し、関連図書の展示や貸出を行った。 

・市立小中学校における人権教育に関わる授業にあわせて、学校に関連図書を貸出した。

また、紙芝居サークルが学校で演じる作品の貸し出し、活動を支援した。本や紙芝居を

通していのちの大切さを考える機会をつくることができた。 

今後の取組の方向性 

①（社会教育課）「市民の集い」に参加する市民も固定化傾向が見受けられるので、広報を活発に

行い多くの市民に参加してもらえるよう周知・内容を工夫し継続して実施する。 

②（図書館）今後も、本を通していのちの大切さを考えることができるように、様々な切り口の

ブックリストを作成し、関連図書の貸出を継続する。 

 

  ③  子供たちに善悪の判断や社会生活上のルールの遵守等、規範意識をしっかりと身

に付けさせる指導の更なる充実を図る。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）「生活指導主任会」の開催 

・年間１１回実施し、生活指導や教育相談にかかわる研修や情報交換、協議等の時間を十

分に確保したことで、各校種ともに生活指導主任としての対応力を向上させることがで
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きた。特に、喫緊の課題である、情報モラルの低下に対応するため、東京都教育委員会

作成のＤＶＤ「ＳＴＯＰネット依存 青少年をネット依存から守るために」を視聴し意

見交換を行ったことは、生活指導主任の意識を大いに向上させることにつながった。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）生活指導上の諸課題について適切な対応ができるよう、次年度も継続する。 

 

 ④ 子供たちに火災や自然災害等を踏まえた避難訓練を実施し、自分の安全を守るた

めに必要な危険に対する知識や安全な行動の仕方等、基礎的・基本的事項の確実な

定着を図り、危険を予測し回避する能力と、他者や社会の安全に貢献できる資質や

能力を育成するための安全教育及び防災教育を推進する。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）防災教育の推進 

・年間１１回の避難訓練を全小・中学校で実施し、児童・生徒の実践力を高めるとともに、

副読本「３．１１を忘れない」を活用した防災教育を全校で実施することで、児童・生

徒に「自助・共助」の意識を醸成することができた。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）児童・生徒の危機対応力を向上させるため、次年度も継続して実施する。 

 

 

⑤ 子供たちを犯罪や災害等から守るために、「東村山市立小・中学校災害対応マニ

ュアル」等を活用し、安全確保・安全管理の徹底や家庭・地域・関係諸機関とのネ

ットワークの強化を図る。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）安全確保・安全管理の徹底 

・東村山市立小・中学校災害対応マニュアルに基づき、学校が作成している「危機管理マ

ニュアル」や「安全指導全体計画」「避難訓練実施計画」等の見直しを指示し、全校が

見直したことで、より実態に即した計画をつくることができた。 

今後の取組の方向性 
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①（指導室）安全性の確保のため、次年度も継続して見直しを行うよう指示する。 
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【基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長】 

 グローバル化と情報技術革命が進む社会にあっては 

 国際社会に生き社会の変化に対応できるよう、子供たち一人一人の思考力、判

断力、表現力などの資質・能力を育成することが求められる。 

 そのために、基礎的な学力の向上を図り、子供たちの個性と創造力を伸ばす教

育を重視するとともに、国際社会に生きる日本人を育成する教育を推進する。 

 

（１）国際社会の中で活躍し、我が国や東村山市の発展に貢献する人材を育成するため、

独創性や才能を伸ばす、多様な教育手法や制度を導入・拡充する。  

 ① 子供に対する一貫性のある指導を行うため、幼稚園・保育所からの各校種間の連

携を重視した教育を推進する。 

特に、小学校への円滑な接続を図るために、幼稚園・保育所・小学校が連携した

就学前からの教育の在り方を改善する取組を進める。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）幼稚園・保育所・小学校の連携 

・各学校において教員間の情報共有や園児と児童による交流活動等を行うなど、連携を図

ることができた。特に教育支援課と連携した就学支援シートの活用については、学級編

成資料としてだけでなく、個別対応の資料として日常の指導に生かした。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）教育支援課と連携をさらに強化し、就学前からの特別支援教育を充実させる。 

 

② 児童・生徒が自らの資質・能力を発見し、自己実現を図る力をはぐくむことがで

きるよう、学校の特色を生かした教育課程の編成や指導方法の工夫・改善を進める。

また、学習指導要領のねらいを達成するため、教育課程の適正な実施について各学

校へ適切な指導を行う。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）研究の奨励 

・東村山市教育委員会研究奨励校を指定し、指導主事による指導・助言等を通して、当該
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校の研究推進を支援することができた。 

平成２５・２６年度研究奨励校（北山小、秋津小） 

平成２６・２７年度奨励校（久米川小、東村山第六中） 

Ｂ ②（指導室）教育課程の適正な管理 

・年間７回の教務主任会の実施を通して、教務全般にわたる研修や情報交換、協議を行い、

教育課程の編成・実施に資するように指導主事が指導・助言したことで、教務主任とし

ての資質や能力の向上を図ることができた。 

・全小・中学校への教育委員会定例訪問を実施したことで、各学校の実態及び経営上の課

題を把握することができた。授業観察の際は、授業改善推進プランに基づいた授業改善

が図られているか指導主事から指導・助言を行ったことで、授業改善推進プランを有効

に活用する意識を醸成した。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）市内小・中学校への研究成果の普及のため、次年度も継続して実施する。 

②（指導室）教育課程の適正な実施ができるように次年度も継続して実施する。 

 

（２）日本や世界の伝統ある文化や芸術に触れる機会の充実を図り、郷土に対する愛着

や誇りをはぐくむとともに、多様な文化に対する理解を深め、世界の中の日本人とし

てのアイデンティティーを育てる教育を推進する。 

担当課：公民館・ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｄ ①（公民館）キッズ伝統芸能体験 

・キッズ伝統芸能体験は東京都文化発信プロジェクトの一環として企画され、東京都との

共催事業により、一流の芸術家たちが指導者となり行ってきたが、平成２６年度より東

京都の事業が縮小となり、市単独では事業実施が難しいため、平成２６年度については

開催できなかった。 

Ｂ ②（ふるさと歴史館）正月飾り・節分・ひな飾り展示等の実施 

・東村山で行われてきた郷土の伝統的な年中行事を多くの子供たちに紹介する目的で、

正月飾り・節分・ひな飾りなどをロビーで展示した。１月～３月に市内小学校３年生

の「昔さがし」授業のための展示を開催し、学芸員による解説や東村山文化伝承サポ

ーターの説明等を行い、学校への支援を行った。 
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Ｂ ③（ふるさと歴史館）「ゆでまんじゅうづくり」の体験授業の実施 

・２月、３月には、市内小学校３年生を対象に郷土の食である「ゆでまんじゅうづくり」

を歴史館で行った。また、６月・３月には市内中学校に「ゆでまんじゅうづくり」の

出前授業を行った。（参加人数：８３人）【平成２５年度参加人数：７９人】 

Ｂ ④（ふるさと歴史館）伝統的な技の体験事業の実施 

・市民ボランティア機織講座会員の協力を得て、機織講座等の体験事業を実施し、東村

山にあった伝統的な技に興味を持つ事業を行った。また、市民ボランティアである東

村山文化伝承サポーターの協力を得て、昔の道具を使用した脱穀やしめ縄づくり等の

出前授業を学校に行った。また、子どもを中心とした「まゆ玉づくり」の体験事業を

東村山文化伝承サポーターの協力を得て実施した。 

（機織講座 参加人数：２２人）【平成２５年度参加人数：３８人】 

（出前授業参加人数：１３校、１，０６６人）【平成２５年度参加人数：１２校、１，

４００人】 

（まゆ玉づくり参加人数：２０人）【平成２５年度実人数：８人】 

Ｂ ⑤（ふるさと歴史館）「祭囃子」の出前授業の実施 

・東村山市の無形文化財である「祭囃子」継承の保存会の出前授業を実施した（６校実

施）。また、学芸員による「祭囃子」の出前授業も実施し、地域における市民と協働し、

文化財、伝統芸能などの授業を展開した。 

今後の取組の方向性 

①（公民館）日本の伝統ある文化を学べる機会であり、一流の芸術家による本格的な指導を受け

られる貴重な事業であるため、今後も東京都に共催の働きかけを行っていく。 

②（ふるさと歴史館）たいけんの里での体験学習を充実させ、多くの歴史的伝統的な事業を数多

く実施し、子どもから大人までの学習機会を増やす。また、引き続き、東村山で行われてきた

郷土の伝統的な年中行事である正月飾り・節分・ひな飾りなどをロビーで展示する予定である。

また、引き続き、研修室を開放し、下宅部遺跡や市内文化財の写真展を行う。１月～３月に市

内小学校３年生の「昔さがし」授業のための展示を開催し、学芸員による解説や東村山文化伝

承サポーターの説明等の学校への支援を行う。 

③（ふるさと歴史館）引き続き継続する。 

④（ふるさと歴史館）引き続き継続する。 

⑤（ふるさと歴史館）東村山市の無形文化財のである「祭囃子」継承を目指し、伝統文化の祭囃
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子を広く知らしめるようにする積極的な活動を行う。 

 

（３）児童・生徒一人一人の「生きる力」を育成するという基本的な考え方に立ち、子

供たちと向き合う時間を大切にし、時間的・精神的なゆとりの中でじっくり学び、

学習意欲を高め、基礎的・基本的な内容を確実に身に付ける教育を推進し、確かな

学力を育成する。 

① 習熟の程度に応じた少人数指導やティームティーチングの充実等、個に応じた多

様な教育を推進する。  

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）「指導方法工夫改善加配」の活用 

・個に応じた指導を充実させるために、各校の実態に合わせて習熟度別・少人数指導やテ

ィームティーチングに要する教員を小学校１５校と中学校７校に加配したことで、きめ

の細かい指導を実施することができた。 

・主に算数科・数学科を中心に習熟度別指導ガイドライン（東京都教育委員会）に則った

指導が図れるように、指導方法に関する説明会を行ったことで丁寧な理解を図ることが

できた。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）よりきめ細やかな指導を実施する観点から次年度も継続して実施する。中学校にお

いては、習熟度別指導（数学）及び習熟度別・少人数指導（外国語）が次年度から希望校で実

施されるため、適正に実施されているか定期的に実施状況を把握する。 

 

② 「全国学力・学習状況調査」や「児童・生徒の学力向上を図るための調査」等の結

果を踏まえ作成する「授業改善推進プラン」の実施・検証・改善を通して、児童・生

徒の学力向上を推進する。また、基本的生活習慣の確立が望ましい学習活動を支えて

いることから、家庭との連携を図り生活習慣の改善を促進する。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）「授業改善推進プラン」の活用 

・国や都の学力調査の結果を市全体の児童・生徒の学力の傾向として分析した資料を作成
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し、各学校の授業改善推進プラン作成の際に活用できるようにしたことで、つまずきや

指導のポイントを明確にすることができた。 

・小・中学校への定例訪問において、当該校の授業改善推進プランを活用して指導主事か

ら指導・助言を行ったことで、教員の指導力の向上を図ることができた。 

Ｂ ②（指導室）「基礎学力向上推進委員会」における「東村山市版算数基礎ドリル」の作成 

・小学校算数における基礎学力の定着及び学力の向上を図るため、子供たちが学習の中で

達成感を味わい、興味や関心を高める教材の開発を行いその活用を推進する委員会を継

続して設置した。平成２５年度に作成した「量と測定編」の活用と検証を行い、内容修

正を加えた上で製本化し、全小・中学校に配布した。また、平成２６年度には「数量関

係編」、「図形編」を作成した。 

Ｂ ③（指導室）「東村山市教育研究会」への支援 

・東村山市教育研究会へ補助金をあて、各部会（全２９部会）で活用を図ることをとおし

て、各教科・領域等の研究を支援し、東村山市立学校教職員の指導力を向上させた。 

・平成２６年度は４６８，０００円を補助金として支出した。 

Ａ ④（指導室）「家庭教育の手引き書活用推進委員会」の設置 

・「家庭教育の手引き書」について、その活用を推進するため、プロジェクトチームを立

ち上げ、保護者会等で活用できる演習シートを作成した。 

・学校における演習シート活用に関する研修を実施したことで、家庭の教育力向上を図る

ことができた。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）教員の指導力向上を図るため、次年度も継続して実施する。 

②（指導室）平成２７年度は、平成２６年度に作成したドリル（数量関係編、図形編）の活用と

検証を行うとともに、中学校の教員も委員の構成メンバーとし、東村山市版数学基礎ドリルの

作成を進める。 

③（指導室）教員の指導力向上を図るため、次年度も継続して実施する。 

④（指導室）教育委員会の定例訪問等を活用して、教職員を対象とした家庭の教育力の向上に関

する研修を次年度も行う。 

 

（４）東村山市特別支援教育推進計画（第３次実施計画）に基づき、特別な教育的支援

を必要とする児童・生徒等の一人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期か
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ら学校卒業までのライフステージを見通した多様な教育を展開し、社会的自立を図

ることのできる力や地域の一員として生きていける力を培う教育を着実に推進す

る。 

① 幼稚園・保育所、小・中特別支援学級（固定学級・通級指導学級）、特別支援

学校及び相談機関等との連携の充実を図る。 

担当課：教育支援課 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（教育支援課）相談支援体制の整備 

・教育相談員と幼児相談室、就学相談担当、連携により、就学相談や転学相談・入級相

談を円滑に進めることができた。 

Ｂ ②（教育支援課）特別支援学校との連携 

・特別支援学校については、特別支援教育コーディネーターの巡回指導を頂くなどセン

ター校との連携を図り、特別な教育的支援の必要な児童・生徒について助言をいただ

いた。 

Ｂ ③（教育支援課）関係機関との連携 

・就学相談・転学相談・入級相談を通じて特別支援学校、特別支援学級に限らず各機関

と個々のケースごとに情報交換を行うなど、支援体制の整備に向けて連携することが

できた。 

今後の取組の方向性 

①（教育支援課）教育相談室、就学相談担当、スクールカウンセラー、特別支援教育コーディネ

ーターがそれぞれの専門性を発揮し、相談・支援体制を更に整備する。 

②（教育支援課）早期からの切れ目のない支援体制を整備するため、幼児相談室と教育相談室の

一元化に向けて必要な協議及び準備を進める。 

③（教育支援課）特別支援学校、特別支援学級などとの連携を強化し、特別な支援の必要な児童・

生徒への指導・支援を継続する。 

 

② 特別支援教育の理念に基づき、小・中学校に在籍する特別な教育的支援を必要とす

る児童・生徒への教育及び支援を具体化し一層の充実を図る。 

担当課：指導室・教育支援課 

達成度及び施策の取組状況 
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Ｂ ①（指導室）特別支援教育の理解・啓発と授業改善 

・市教委による定例訪問や若手教員研修、１０年経験者研修等の各種研修会において、特

別支援教育の視点に立った基礎的・基本的な学習環境づくり、授業改善のための視点を

指導・助言したことで、理解を推進した。 

Ｂ ②（教育支援課）特別支援教育専門家チームの活用 

・特別支援教育専門家チームによる小・中学校への巡回相談を１０７回、言語相談を８

回、医師相談を１２回、連絡会等市教委への助言２９回実施し、特別な教育的支援が

必要な児童・生徒への教育及び支援を行った。医師の相談会については申し込みが多

い為、昨年度より２回増やした。 

Ｂ ③（教育支援課）特別支援教育運営委員会の活用 

・特別支援教育運営委員会において、特別支援教育コーディネーター研修や情報交換を

実施し、結果資質の向上や支援や指導内容の共有化が図れた。また、野火止小学校に

おいて理解啓発授業を実施した。 

Ｂ ④（教育支援課）教育相談室の活用 

・特別支援教育担当、就学相談担当、スクールカウンセラー、指導主事等が連携し、特

別な教育的ニーズのある児童・生徒への支援について、学校への情報提供や助言を行

うなどセンター的役割を担った。 

Ｂ ⑤（教育支援課）教員サポーターの派遣 

・前年度より２名増員し２０名の教員サポーターを２２校に派遣し、特別な教育的支援

の必要な児童・生徒在籍する学級での指導を行った。併せて教員サポーター連絡会を

年３回開催し、研修及び情報交換を実施し、教員サポーターの資質の向上を図った。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）特別支援教育の理念の普及と教員の授業改善の視点を明確にし、繰り返して指導・

助言を行うとともに、平成２７年度も継続して教員を対象とした研修会等を実施する。特に、

平成２７年度はインクルーシブ教育の理解・啓発に向けた研修を企画する。 

②（教育支援課）東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、特別支援教育専門家

チーム委員の派遣を継続実施する。 

③（教育支援課）特別支援教育運営委員会を活用し、特別支援教育コーディネーターの資質の向

上を図る。また、特別支援教育制度の理解啓発方法について、検討を行う。 

④（教育支援課）教育相談員の専門性を生かし、特別な教育的ニーズのある児童・生徒への支援

について、学校への情報提供や助言を継続的に行う。 
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⑤（教育支援課）平成２７年度は各校１名配置を行い、教員サポーターの資質の向上を図る。 

 

（５）児童・生徒の勤労観・職業観や主体的に進路を選択する能力・態度をはぐくむた

め、関係諸機関との連携体制を整備し、職場見学や職場体験等の体験学習を推進し、

キャリア教育の充実を図る。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）キャリア教育の推進 

・キャリア教育の全体計画及び年間指導計画に基づき、全中学校で職場体験学習を２～３

日間実施し、全小・中学校で自己の生き方に関する学習を実施したことで、児童・生徒

の職業観・勤労観を育むことができた。 

・進路指導主任会や教務主任会を通して、キャリア教育の具体的取組についての情報交

換・協議等を行い、指導主事から指導・助言を行ったことで、各学校のより良い取組の

実施につなげることができ、小・中学校の連携したキャリア教育の在り方について理

解・啓発を図ることができた。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）児童・生徒のキャリア発達を促す観点から次年度も継続して実施する。 

 

（６）個性を発揮し、創造的な活動の基盤となる健康や体力に関する意識を高め、健康

を保持増進する資質や能力をはぐくむとともに、体力の向上を目指し、学校・家庭・

地域が連携・協力した児童・生徒の健康・体力つくりや食育を推進する。 

担当課：学務課・指導室・市民スポーツ課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（学務課）親子料理教室の開催 

・学校給食運営委員会において昨年度作成した市制５０周年記念「学校給食５０のレシピ」

を広めるため、地域の新聞社等を招待し親子料理教室を開催し、１６組３５名の参加が

あった。地方紙の記事に取り上げられ一定の周知を図ることができた。 

Ｂ ②（指導室）体力の向上を図る 

・体つくり検討委員会を小・中学校合同で開催したことで、児童・生徒の体力の実態につ

いて把握することができた。また、体力調査の分析を基に、体育の授業や教科以外の教
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育活動の在り方についても研究することができ、その成果を全小・中学校で共有するこ

とができた。 

・「東京都オリンピック・パラリンピック教育推進校」を指定し（化成小学校、回田小学

校、萩山小学校）、体育授業の改善・充実を図ることができた。 

Ｂ ③（市民スポーツ課）「スポーツ・食育教室」の実施  ※学務課との共催事業 

・成長期における運動と栄養バランスの必要性と大切さの意識啓発を図るため、親子で楽

しく体を動かすとともに、栄養に関する講義を行い、生涯にわたり健康に過ごしていく

ためのきっかけつくりとして６日間のプログラムを実施した。 

・前年度より充実したプログラム内容とするため、前年度参加者の要望、スポーツ科学委

員会、栄養士、スポーツトレーナーの意見等を事後アンケート等により把握し、プログ

ラムに反映させた。（実績：実施日数の変更（５日間→６日間）。参加対象児童の変更（小

学３年～６年→小学１年～３年）。） 

・市内公立小中学校への開催チラシの配布および市報・市ＨＰ等により、広く周知・募集

を行なった。 

・結果として５６組１１２名の親子が参加し、前年度（Ｈ２５年度）の参加数を２倍以上

上回る事ができた。（Ｈ２５年度：２６組５２名） 

・親子参加のうち、料理教室には１６組３４名の親子が参加した。 

今後の取組の方向性 

①（学務課）今年度も「学校給食５０のレシピ」を「スポーツ食育教室」・「中学生のお弁当作り」・

「親子料理教室」等の行事の中で活用し、食育の推進を促していく。また、「中学生のお弁当作

り」ＰＲとして、各中学校へ担当栄養士が巡回し説明を行い参加者の増員を図る。 

②（指導室）プロジェクトチームを立ち上げ、東村山市アクティブ・プランを作成し、学校・地

域が連携し、児童・生徒の体力向上に向けた取組を行う。 

③（市民スポーツ課）より多くの参加が得られ、充実した事業を展開するために、平成２７年度

も市報、市ホームページ、成長期の児童が在籍する小・中学校および保護者等、広く周知・募

集するとともに、参加者の要望、スポーツ科学委員会、栄養士、スポーツトレーナー等の意見

を考慮したプログラム内容で次年度も実施していく。 

 

（７）児童・生徒の情報活用能力を育成するとともに、学習に対する興味・関心を高め、

理解を深めるために、ＩＣＴの活用を図るとともに、情報モラルを身に付け、適切に

活用できるよう学習活動を充実させる。 
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担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）「情報教育推進委員会」の開催 

・情報教育推進委員会を年間３回実施し、東村山市立小・中学校におけるＩＣＴを活用し

た授業の推進と充実を図った。 

・情報モラル教育の推進については、警察等関係機関を活用し、生活指導主任会と同じテ

ーマ（ネットモラル）で研修を行うことで連携させ、問題行動の未然防止や対応につい

ての指導力の充実を図った。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）児童・生徒の情報活用能力の向上のため、次年度も継続して実施する。 

 

（８）東村山市子ども読書活動推進計画（第２次）に基づき、児童・生徒に進んで読書

を行う態度と豊かな心をはぐくむ教育を推進するとともに、環境整備に努める。 

担当課：学務課・指導室・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （学務課）蔵書内容の充実と増設 

・学校図書館専任司書及び関係所管と連携し、展示会の開催など蔵書内容の充実に努める

とともに、単価入札実施により予算を有効活用し、小学校で５，４０１冊、中学校では

３，１９２冊の蔵書を増やした。 

Ｂ ②（指導室）読書活動の推進 

・学校図書館担当者連絡会を年間３回開催し、そのうち１回を学校図書館専任司書との合

同連絡会として行ったことで、図書ボランティアの活用についてなど情報交換・協議の

内容の充実を図ることができた。 

Ｂ ③（図書館）図書館利用者への読書推進 

・各図書館の児童コーナーでは、本を選びやすくするための案内表示を工夫し、時機をと

らえた展示本コーナーを設置した。 

・小・中学生向け夏休みブックリストは市立小・中学校の学校図書館だよりに掲載し、全

校の児童・生徒に配布した。紹介した本は各館に多数用意し、直接手に取ることができ

るように館内で展示・貸出した。 

・おはなし会の開催については、０～１歳を対象としたおはなし会（赤ちゃん絵本ひろば・
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中央図書館）を１０回開催し、３３８組の親子が参加した。また、各図書館で乳幼児か

ら幼児を対象とした会を計２０７回開催し、大人９３７人、子ども１，７４７人が参加

した。小学生を対象とした会は計３８回開催し、子ども９９人が参加した。 

・子どもたちの興味・関心を捉え、新たな図書館利用のきっかけや居場所づくりとなるよ

うに夏休み親子図書館体験（５館で３４組７８人参加）、親子豆本作り教室（１５人参

加）等の多様な事業を開催した。 

・中学生以上に対しては、学生ボランティア（登録３６人、作業人数延べ７８人）、職場

体験（９８人）の受け入れを実施した。 

Ｂ ④（図書館）学校および学校図書館への支援 

・教員の相談に応じて授業で利用するための図書の特別貸出や学級文庫用の図書の貸出を

実施した。（６８７件、１７，３１０冊） 

・学校での読書推進を図るため、ブックトーク訪問（４年生対象１３校３２クラス、３～

６年生対象１校・年３回ほか）、青葉学級おはなし会（小学校４校）、図書館見学（小学

校１４校の３年生３５クラス等）の受入を実施した。 

・学校図書館専任司書への支援として、図書館だより用コンテンツ、新刊図書情報、学年

別推薦図書リスト、教科書単元別支援例等を提供し、より充実した読書活動につなげる

ことができた。 

・継続事業として学校図書館担当者連絡会での研修や図書購入相談、管理・運営マニュア

ル『学校図書館の手引き』の内容を更新した。 

Ｂ ⑤（図書館）子どもの読書に関わる市民活動の支援 

・子どもの読書活動に関わる市民を対象とした東村山子ども読書連絡会開催（２回、延べ

６０人参加）により、情報共有の場を充実させた。 

・ボランティアの育成・活動支援のため、『ボランティアのための「子どもと本を知る」

講座』（全４回、延べ１７６人参加）、学校で読み聞かせをする保護者のための「読み聞

かせ入門講座」を開催した。 

・３～４か月児健診や関連施設での乳幼児への読み聞かせ活動に向けて「乳幼児への読み

聞かせボランティア」への研修や交流の機会を継続して行い、「参加者からは今後の活

動の参考になった」「新たな活動のつながりができた」等の好評を得た。 

・地域児童図書館への支援事業として、補助金助成（１団体）を行った。 

Ｂ ⑥（図書館）市内関連施設への支援 

・子育て関連施設に「おすすめ絵本パック」（絵本２０冊のセット、２２カ所）を配置し、
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セット内容の更新やメンテナンスも継続した。また、保育園・児童館等からの相談に応

じた図書貸出（１７０件、５，７９６冊）を行った。 

・「子どもと本の人材バンク」より乳幼児への読み聞かせボランティアの派遣（３８か所、

３２７回）等を実施した。 

今後の取組の方向性 

①（学務課）今後も引き続き、展示会の開催、図書館から希望校への再利用本の譲渡などにより、

蔵書内容を充実させていくとともに、購入方法の検討や図書館との連携等、また更なる予算の

有効活用を図りながら、蔵書数の増設に努める。 

②（指導室）今後も継続して合同連絡会を年間１回開催する。 

③（図書館）図書館を中心とした本との出会いの場を充実するとともに、新たに乳幼児保護者を

対象とした講座開催による啓発事業を行う。 

④（図書館）引き続き関係所管との連携を進め、学校・学校図書館専任司書への支援事業を継続

していく。 

⑤（図書館）今後も市民間の連携及び市民と行政との協働体制を充実させていく。特にボランテ

ィア養成事業については、第４次総合計画実施計画事業に位置付け、専門家による講座や当市

の実情にあわせた研修を開催する。 

⑥（図書館）読み聞かせボランティアの派遣に伴うアンケートにより、子ども関連施設との情報

共有や調整をよりスムーズに行えるようにする。 

 

（９）喫緊の課題である地球温暖化防止のために、小・中学校におけるＣＯ 削減や省

エネルギー・省資源にかかわる環境教育の充実を図り、持続可能な社会の実現を推進

する。 

担当課：指導室 

 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）環境教育の実施 

・年間を通じて省資源・省エネルギーに関わる環境教育を行うため、給食の残渣を減らす

取組やＣＯ 削減チェックシートの活用など、各学校が実態に基づいて推進したこと

で、児童・生徒の環境教育の日常化を図ることができた。 

今後の取組の方向性 

2 

2 
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①（指導室）持続可能な社会の実現を推進するため、次年度も環境教育を継続する。 
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【基本方針３ 「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実】 

 少子高齢社会の中で「明日を拓く、豊かな心と創造力を育てるまち」を目指す

東村山市にあっては、 

活力ある社会を築いていくよう、個人の生活を充実するとともに、一人一人が

社会に貢献できるようにすることが求められる。 

 そのために、人々が生涯を通じて、自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会

参加できる機会の充実を図る。 

 

（１）生きがいやゆとりのある人生を送ることを目的とした生涯学習を推進するため、

学習や交流の機会、情報提供、社会参加の仕組みの整備など、市民の多様なニーズに

対応した東村山市生涯学習計画に基づき、総合的・広域的に支援する。 

担当課：社会教育課・市民スポーツ課・図書館・公民館・ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｃ ①（社会教育課）「東村山市生涯学習人材バンク」の支援 

・市民の生涯学習活動を支援する為に人材バンクを作り各種指導者を登録し名簿を社会教

育施設や情報コーナーに設置し、また市ホームページに掲載している。社会教育課のカ

ウンター付近に、生涯学習に関する情報コーナーを設置し、市民に情報を提供している。

活用についてはほとんど利用されていないのが実態である。（登録人数９０人） 

Ｂ ②（社会教育課）放課後子ども教室 

・放課後子ども教室は、放課後に学校の教室や校庭等を活用し、地域の方々の参画を得て、

子どもたちに安全・安心な活動場所（居場所づくり）を提供する放課後対策事業である。

子どもたちの自主的な活動を通じて、ボランティアの安全監理員の方々と相互の関係を

広げ、子どもたちと見守りをするボランティアの大人たちにとって豊かな放課後の環境

づくりを推進した。 

Ａ ③（市民スポーツ課）スポーツ環境の整備 

・市民の誰もがスポーツに親しみ社会参加できる機会の充実を図るため、指定管理者、東 

村山市体育協会等とともに幼児から高齢者、将来のアスリート等を目指す市民向けに各 

種スポーツ教室を実施するとともに屋内プール棟の施設改修を行った。 

・地域住民が気軽に運動やスポーツができる環境を整備するため、１３町体力つくり推進 

委員会の活動に対する補助金の支出や、教育委員会主催の研修会（講演会「体力つくり
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推進委員会の歴史と今後の発展を考える」）の実施、市ホームページ等を活用したＰＲ

等を行い、地域での活動を支援した。 

・市制施行５０周年およびスポーツ都市宣言４０周年記念事業のひとつである第５０回の

市民大運動会を開催し、５０周年に伴い新競技（棒引き、でかパンリレー、支度競争）

を導入するとともに、周年イベントとして放鳩および聖火点灯式、市内商工会協力によ

る屋台の出店、市内キャラクターによる徒競走等を行い、延べ６，２７０人の市民が参

加した。 

Ｂ ④（図書館）資料提供の充実 

・中央図書館の利用者用インターネットパソコンの利用が増加しており、情報収集の機会

を確保することができた。また、オンラインデータベースはこれまでの７種類に加えて、

国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの利用を開始し、利用者の利便性を更に高

めることができた。 

・市民の多様な興味・関心に応えられるように幅広い情報収集に努め、身近な生活情報や

時機を捉えた図書の展示を行った。（全館合計で１５３回） 

・予約件数は２２９，３４４件（前年より３．５％増）で増加傾向が続いているが、個人

への貸出数は１，１００，１２０点（０．４％減）と減少している。 

・視覚障がい者への情報提供として、録音図書の作成・購入・貸出（貸出数７９２タイト

ル）、市報・市議会だより等の貸出（貸出数７６０巻）、対面朗読（１９１回）を行った。 

Ｂ ⑤（公民館）市民講座の開催 

・市民から講座テーマを募集し、市民講座ボランティアと協働して講座を企画、運営を行

った。また、参加者が増加するよう工夫した講座タイトル名や市民が興味を持つような

講座内容を検討した。参加人数は昨年度よりも参加者増となった。（１２講座３１５名）

【平成２５年度１３講座２３５名】※平成２５年度より１講座少ないのは、６０歳以上

を対象とした講座を１講座多く開催したため  

・つるし雛の作成、ヨガ教室、自主公演事業等、文化やスポーツに親しみ参加できる機会

として事業を開催。（２８事業 参加者１，８８２名）【平成２５年度 ２０事業 参加者

２，０２０人】 

・知的障害者青年学級として、集団生活を通じて知識と技能を習得し、心身共に健康な身

体を作ることを目指した学級活動を実施した。（開催１３回 延べ１８０名）【平成２５

年度 参加者 開催１１回 延べ１５１名】 

・６０歳以上の市民を対象としたシニア向けの講座を実施した。健康で楽しく元気に学ぶ
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ことをテーマに開催しとても好評であった。（２講座 ５５名）（平成２５年度 １講座 

２２名） 

Ｃ ⑥（ふるさと歴史館）ボランティア活動の充実 

・東村山文化伝承サポーターやはっちこっくメイト、古文書ボランティア、伝統食の会な

どの活動を通じて、やりがいや充実したボランティアの活動の充実を行った。 

Ｂ ⑦（ふるさと歴史館）各種展示等の実施 

・特別展示室内での展示をはじめ、市内の文化財紹介のため、研修室を開放し下宅部遺跡

や、市内文化財の写真展を行った。また展示開催に伴う付随事業、講座、講演会、体験

事業等を通じて郷土に関わる学習機会を多く開催した。特に市史を読む会では近世部門

を追加し、古文書講座は、参加者のニーズに合わせた講座設定を行った。 

（参加人数：２，２９１人）【平成２５年度実績：２，３１９人】 

今後の取組の方向性 

①（社会教育課）多様な市民ニーズに対応する為に、生涯学習人材バンクと生涯学習に関する情

報提供の充実を図っているが、現状では、活用する市民は少ないため事業の在り方を今後検討

していきたい。 

②（社会教育課）現在、大岱小・秋津小・青葉小・富士見小の４校で開設している。全校で実施

できるよう今後検討していきたい。 

③（市民スポーツ課） 

・市民がスポーツに親しみ社会参加できる機会の充実を図るため、引続き指定管理者、教育委員 

会、東村山市体育協会等が独自に主催する各種スポーツ教室や大会を実施する。 

・地域住民の体力の向上、健康の保持増進のため、引き続き１３町体力つくり推進委員会に対す

る補助金の支出や、教育委員会主催による研修会等、活動を支援するとともに、２０２０年の

東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、市民の機運醸成を図る取組みを行う。 

④（図書館）登録者１人当たりの利用回数については、６０歳以上は全体平均の１．５倍と頻繁

に来館しており、高齢者の滞在型の利用も年々増加している。高齢者の利用に配慮しつつ、引

き続き情報の収集や提供方法を工夫して効果的な情報提供を行う。オンラインデータベースに

ついては、利用方法やデータベースの内容について精査するとともに、引き続きＰＲを行う。 

⑤（公民館）多様な市民のニーズに対応した魅力的な講座内容を検討し次年度も継続する。また、

平成２７年 7 月～平成２８年２月まで、中央公民館は耐震化工事に伴い閉館するため、自主事

業等は平成２７年度の実施は行わない。 
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⑥（ふるさと歴史館）より多くの事業を開催して市民のニーズにあった事業を探りつつ、充実さ

せていく。また、たいけんの里での体験事業をはじめ、ボランティアのモチベーション向上を

させていくような充実した生涯学習の場をつくる。 

⑦（ふるさと歴史館）機織体験講座、東村山学、市史を読む会、古文書講座・講演会、考古学講

演会を始めとした各種展示事業や展示開催に伴う講演会等の付随事業を継続して実施してい

く。 

 

（２）公民館・図書館・ふるさと歴史館などの機能を十分に発揮して、社会教育活動の

充実を図るとともに、学習成果を地域の活動に生かせる人材を育成し、家庭や地域の

教育力の向上を図る。 

担当課：図書館・公民館・ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（図書館）図書館関連団体との連携・共催事業の推進 

・東村山音訳の会との連携により、視覚障がい者への音訳資料の提供を行った。また、音

訳資料作成ための会員向け技術向上研修を１３回実施して、その安定化を進めた。 

・東村山製本研究会との共催による製本講座・親子豆本作り講座を開催して市民への啓発

を図るとともに、図書館資料修理の協力を得ることができた。 

・おはなしグループ「トックのかご」との共催による「大人のためのおはなし会」等を実

施した。 

Ｂ ②（公民館）ロコトレ教室の開催 

・市民スポーツ課との共催事業であるロコトレ教室を開催。市民の健康維持、体力増進

を図った。（各館２回開催 参加者 １８８名） 

Ｂ ③（公民館）視覚障害者音声ＰＣサポートセンター 

・東村山市音声ＰＣサークルとの協働事業として、公民館が運営及び会場設営等の準備を

し、指導を東村山音声ＰＣサークルが受け持ち実施した。音声ＰＣの基本操作及びメー

ルの作成、インターネットの基本操作や注意点など視覚障害の方々への教育支援を行っ

た。（開催日数３５日 延べ受講者数２３２名） 

Ｂ ④（ふるさと歴史館）学習面からの支援事業の実施 

・はっちこっくメイトの考古養成講座や自然のワークショップを行う一方、歴史館・たい

けんの里での講座「市史を読む会」・「ギャラリートーク」などの座学講座を実施し、学

習面からの支援事業も実施した。 
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今後の取組の方向性 

①（図書館）図書館関連団体については安定的に充実した活動ができるように、状況に応じた支

援や連携の見直し等が必要になってきている。今後も情報を共有しつつ、協働体制を維持して

いく。 

②（公民館）市民スポーツ課と協力して市民の健康維持、体力向上のため事業を支援し、継続し

て開催する。 

③（公民館）東村山市音声ＰＣサークルと連携して生涯学習の場として今後も事業を継続する。 

④（ふるさと歴史館）はっちこっくメイトの考古養成講座や、座学と見学会を一緒にした「自然

と考古のコラボ講座」などを開催する一方、「市史を読む会」・「ギャラリートーク」などの座学

講座を実施し、学習面からの支援事業も実施する予定である。特に生涯学習的な側面を強化し

て、学びと活躍という場を創出するように事業を展開する。 

 

（３）市民のだれもが芸術・伝統文化などに親しみ参加できる機会を提供するとともに、

市民の文化の創造・交流の場の充実を図る。 

担当課：社会教育課・公民館・ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（社会教育課）市民文化祭の開催 

・５月には文化協会主催の「文化のつどい」、秋には市民（実行委員会）が中心に作り上

げる「市民文化祭」があり、社会教育・生涯学習団体（個人）１２８団体が参加し活動

の成果発表と交流を深めた。また、来館者には気軽に文化に触れられる機会を提供した。 

Ｃ ②（公民館）東村山土曜寄席の開催 

・伝統芸能である寄席を公民館全館で開催した。（５回開催 参加者４７２名） 

【平成２５年度５回開催 参加者７４０名） 

・自主公演事業として「中国大黄河雑技団」を開催した。平成１９年より当市の小学校と

中国蘇州市の小学校が交流提携をしており、市民のかたにも中国伝統文化を知る機会と

国際理解を深める事業として展開した。また、外国人市民の方の参加にも繋がる事業と

なった。（参加者４１３名）【平成２５年度実施事業 音楽の絵本コンサート参加者４２

８名） 

Ｂ ③（ふるさと歴史館）伝統・文化における展示の実施 

・郷土に残る年中行事等の展示をはじめ、郷土に残る館資料を利用した「なつかしい暮ら
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しと道具たち」をはじめ、「節供人形―ひな・むしゃ・こい人形たちが大集合」「東村

山市誕生―１３町をめぐる」等の展示を実施し、ロビー、研修室の展示も開催した。 

Ｂ ④（ふるさと歴史館）講座・講演会・体験事業の実施 

・講座・講演会・体験事業・出前授業・団体見学対応を歴史館、たいけんの里で４０６本

の事業を実施し、多くの市民が参加できる事業を行った。 

（参加者：１１，８３１名）【２５年度参加者１１，４４５名】 

今後の取組の方向性 

①（社会教育課）市民文化の創造・交流の場として、引き続き５月に「文化のつどい」・１１月に

は「市民文化祭」を実施する。 

②（公民館）東村山土曜寄席については、今後も継続して実施していく。自主公演事業について

も開催内容を工夫し、幅広い年齢層に楽しんでいただける事業を今後も展開していく。 

③（ふるさと歴史館）市民ニーズにあった展示、生涯学習に役立つ展示、学校教育に寄与する展

示を実施する。 

④（ふるさと歴史館）歴史館の事業は継続、たいけんの里での体験事業を充実させ、参加者・ボ

ランティアの両側面から満足できる事業展開を行い、生涯学習に寄与するようにする。 

 

（４）東村山市に伝わる有形・無形の文化財の保護に努めるとともに、国宝の正福寺地

蔵堂や八国山たいけんの里にある東京都指定下宅部遺跡漆工関連出土品等、東村山市

の特色ある文化財の公開・活用を進める。 

担当課：ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（ふるさと歴史館）市有形文化財指定 

・新たな市有形文化財として、諏訪神社本殿を指定した。指定するに当たっては、建造

物としての指定であることから、後世に伝えていくためにはどのような補修が必要か、

神社側及び市文化財保護審議会と検討した。 

Ｂ ②（ふるさと歴史館）下宅部遺跡展の開催 

・東京文化財ウィーク参加事業「下宅部遺跡展－縄文の漆－」を歴史館とたいけんの里

の２会場で行ない、都指定有形文化財「下宅部遺跡漆工関連出土品」等をはじめとし

た文化財を公開した。 

Ｂ ③（ふるさと歴史館）下宅部遺跡関連体験事業の開催 

・下宅部遺跡出土資料の収蔵・展示施設であるたいけんの里と、遺跡現地である下宅部
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遺跡はっけんのもりで、春に「縄文体験デー」（参加者２８５人）と秋に「はっけん

のもりへようこそ！」（参加者約２００人）を行い、市史跡下宅部遺跡を広く公開し

た。 

Ｂ ④（ふるさと歴史館）東京文化財ウィーク期間における事業 

・東京文化財ウィーク期間を中心に、市指定文化財１９件の所有者に公開の委託を行な

い、公開・活用を進めた。 

Ｂ ⑤（ふるさと歴史館）講演会・講座・体験事業の実施 

・年４回の展示に伴う付随講演会や、市史を読むなどの講座、機織体験などの事業に約

２，５００人の参加があった。 

今後の取組の方向性 

①（ふるさと歴史館）ロビー展示及び見学会等の事業を開催することにより、諏訪神社本殿が市

有形文化財となったことを市民にアピールするとともに、後世に伝えることを考える契機とす

る。 

②（ふるさと歴史館）東京都文化財ウィークへの参加等周知活動を通じて、市民に下宅部遺跡、

漆工関連資料への関心を向上させる。 

③（ふるさと歴史館）下宅部遺跡及びその資料の価値を広めるように、さまざまな機会で広報し、

講座、講演等を行う。 

④（ふるさと歴史館）東京都文化財ウィークへの参加等周知活動を通じて、市民に市内の文化財

への関心を向上させる。 

⑤（ふるさと歴史館）ふるさと歴史館及び八国山たいけんの里での、文化財等に関する展示、講

座、講演会、体験学習等を継続する。 

 

（５）スポーツ都市宣言を行っている東村山市として市・教育委員会・公益社団法人東

村山市体育協会・体力つくり推進委員会及び各関係機関と市民が一体となり、スポー

ツの推進と体力つくり活動を推進し、スポーツを生涯の友とする「いつでも」「どこ

でも」「誰もが」「いつまでも」気軽にスポーツに参画することができる「生涯スポー

ツ社会」の実現を図る。 

担当課：市民スポーツ課 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（市民スポーツ課）「生涯スポーツ社会」実現への取組 

・市内体力つくり推進委員会活動に対する補助金の支出および教育委員会主催による研修
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会（下記）を実施する等、地域住民の体力・健康つくりを支援するとともに、公益社団

法人東村山市体育協会が主催するジュニア育成地域推進事業実施に際し、市報および市

ホームページを通じて周知・募集を行う等、選手育成・強化事業を支援し、「生涯スポ

ーツ社会」実現に寄与した。 

・体力つくり推進委員会に対する補助金の支出・・・１町あたり２６６千円。 

・教育委員会主催 体力つくり委員会研修の実施・・・体力つくり推進委員２９人 

スポーツ推進委員１４人参加 

１．講演会「体力つくり推進委員会の歴史と今後の発展を考える」 

    講 師 前教育長 小町征弘 氏 

  ２．分科会 

  ３．質疑応答 

  ４．情報交換会 

・ジュニア育成地域推進事業の実施（主催：体育協会） 

 １・ミニバスケット連盟「２０１４ジュニア育成・スキルアップ交流大会」４３４人 

 ２．ミニバスケット連盟「２０１４ジュニア育成・ミニバスケットボール初心者体験

教室」 ４９人。 

 ３．テニス連盟 「テニス教室」１２９人。 

 ４．テニス連盟 「指導者養成研修」 ２１人。 

 ５．卓球連盟 「ジュニア卓球強化育成」１０３人。 

 ６．ソフトテニス連盟「著名講師による講演会」１６６人。 

 ７・サッカー協会 「ジュニアユース（中学生）サッカー強化練習会 １２７人。 

今後の取組の方向性 

①（市民スポーツ課） 

・「生涯スポーツ社会」を実現させるため、引続き市内体力つくり推進委員会による地域におけ

る 

スポーツを通じた体力・健康つくりの取組みに対し補助金を支出する。  

・ジュニア育成地域推進事業の支援および市民スポーツの水準を向上させるため、引続きジュニ

アスポーツの普及・推進および選手を発掘・育成するとともに、市報および市ホームページ等

により、市民に広く周知・募集を行う。 
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【基本方針４ 「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進】  

 ２１世紀の教育改革を推進するためには、 

 家庭・学校・地域の協働とすべての市民の教育参加を進め、市民感覚と経営感

覚をより重視して、教育行政を力強く展開することが求められる。 

 そのために、東京都教育委員会及び他の区市町村教育委員会との緊密な連携・

協力のもとに、地域の特性を踏まえた広域的な視点に立つ教育行政を進めるとと

もに、効率的で透明性の高い開かれた学校経営の支援を目指す。 

 

（１）二学期制のよさを生かし、学校経営の更なる改革を推進するとともに、計画的か

つ効果的な教育活動の充実に努める。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）二学期制の活用 

・二学期制の活用により、学校行事などの教育活動の充実や十分な授業時間数の確保がで

きた。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）二学期制実施１０年の節目を迎え、今後の継続等について検討委員会を立ち上げ、

再度検討を行い、今後の方向性を確認する。 

 

（２）小学校と中学校の円滑な接続に努め、児童・生徒間、教員と児童・生徒間、教員

間の交流活動を推進する中で、小・中学校間の教育内容及び健全育成の連携をより深

め、児童の市立中学校進学への期待と生徒の自己有用感を高める。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）小・中学校の連携 

・小中連携教育懇談会（中学校区ごと）を学力面や生活指導面など視点を明らかにして情

報交換を行ったことで懇談会を充実させることができた。 

・中学校教員による出前授業や各学校の特色を生かした教育実践の交流等を通して、児童

の市立中学校進学への期待を高め、不安感を軽減することができた。 

今後の取組の方向性 
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①（指導室）中１ギャップ対応のため、次年度も継続して実施する。 

 

（３）学校教育の改善に対する各学校の自主的・自律的な取組を進めるため、校長のリ

ーダーシップの確立を図るとともに、主幹教諭や主任教諭の配置と活用により学校の

組織的な課題対応力の向上を図る。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）職層別の研修の実施 

・校長役員会を通して事前に研修に関するニーズを把握し実施したことで、管理職の必要

感に沿った研修を企画することができた。 

校長研修会（年間１回） 「いじめ防止対策推進法の制定を受け、学校管理職として

理解すべき法的根拠について」 

副校長研修会（年間２回）「人材育成を考える～教科指導、生活指導、校内研究等を

通して～」 

「東村山市教育委員会各課業務内容等についての理解」 

・主幹教諭及び主任教諭が効果的に機能するために、講師選定や内容検討に十分な時間を

かけて研修を企画した。特に他市の研修内容を参考にしたことは有効であった。 

主幹教諭研修会（年間１回）  「いじめの理解と対応」 

新任主幹教諭研修会（年間１回）「学校組織のリーダーに期待すること」 

主任教諭研修会（年間１回）  「主任教諭の役割と人材育成」・「学校におけるリ

ーダーとしての学校づくり」 

今後の取組の方向性 

①（指導室）職層別の研修充実を図るため、次年度も継続して実施する。 

 

（４）教員の資質・能力の向上を図るため、教員の職層やライフステージに応じ、人事

考課と連動した能力開発型の研修を行うなど、体系的な研修の質的充実を図る。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）研修事業の実施 

・「初任者研修」「２年次研修」「３年次研修」においては、研修内容を精査し、研修内
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容を組み替えたことにより系統性のある研修体系を構築することができた。 

・「ミドルリーダー授業力向上研修」においては、名称を変更し、授業力向上に特化した

研修として位置付けたことで、若手教員研修との連続性をもたせることができた。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）教員の資質・能力の向上を図るため、次年度も継続して実施する。 

 

（５）学校における個人情報の管理を徹底し、外部への流失等を防止する。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）学校における個人情報の管理 

・校長会や定例訪問、教務主任会等を通じて、個人情報の管理に関する伝達や指導・助言

を行うとともに、教育委員会による監査の機会を捉えて、個人情報の管理についての指

導を学校現場で具体的に行ったことで、個人情報の管理を徹底した。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）今後も継続して指導を行うとともに、学校の個人情報の管理について市教育委員会

としての基準を設けることを検討する。 

 

（６）保護者、地域住民等の学校外の人材を活用するなどして、学校経営のより一層の

充実を図る。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｃ ①（指導室）「東村山市教育学生ボランティア」の派遣 

・教育学生ボランティアを募集し、面接を実施して事前指導を行ったことで学生のボラン

ティアに関する意識の向上を図ることができた。 

・定期的な募集案内の実施がなかったためか、ボランティア登録者数が４７名と昨年度に

比べて減少した。（昨年度ボランティア登録７０名） 

今後の取組の方向性 

①（指導室）複数の大学への周知を図り、ボランティアを希望する学生の人数を確保し、各校の

要請に応えられるようにする。 
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（７）学校評議員制度の積極的な活用を図り、保護者や地域住民の参画を求めるととも

に、適正な学校評価を実施し、その結果を学校経営に反映させ、開かれた学校づくりを

一層推進する。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ① （指導室）「学校評議員制度」の充実 

・各校で年間３回程度学校評議員会を実施し、学校経営や児童・生徒の様子、その他教育

活動への評価や今後の方針について助言を得たことで、「地域に開かれた学校」の推進

を図ることができた。 

・５月に学校評議員全体会を実施したことで、他校の学校評議員との交流を図り、市の施

策（いじめ防止対策）への理解・啓発や学校評議員としての役割の確認を行うことがで

きた。（１３０名参加） 

Ｂ ②（指導室）「学校評価」の実施 

・学校評価及び学校関係者評価を市内全校で年２回実施した。前年度の学校の課題を明確

にし、複数ある課題を焦点化するよう指導・助言したことで、学校が具体的な手だてを

講じることができた。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）学校評議員全体会については一定の成果があったと捉え、次年度以降は実施しない。

各学校における学校評議員会については、学校経営の改善に資する取組であるため、次年度も

継続して実施する。 

②（指導室）学校経営の改善に資する取組であり、次年度も継続して実施する。 

 

（８）地域との連携を図るための教育ネットワークづくりを推進するとともに、地域に

おける「土曜講座」などの多様な体験活動の充実を図り、地域に根ざした教育を一層

推進する。 

担当課：社会教育課 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（社会教育課）土曜開放推進事業の実施 

・市立小・中学校において、土曜開放推進団体による児童・生徒向け事業が実施されてお

り、特色ある講座の実施や取組が行われている。地域を巻き込みイベント等も開催され
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地域・家庭・学校が連携している。 

今後の取組の方向性 

①（社会教育課）地域に根ざした教育を推進していくために、今後も学校・家庭・地域の連携を

強化し、事業を継続していく。 

 

（９）学校内外における児童・生徒の安全を確保するため、セーフティ教室の実施や学

校での地域安全マップの作成等、安全教育の充実を図るとともに、防犯体制の整備や

ボランティアへの巡回の働きかけ等、警察・学校・保護者・地域が一体となった取組

を推進する。 

担当課：学務課・指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（学務課）通学路安全対策 

・交通車両や防犯上の安全確保の観点から、児童の登下校の際に学校から要望のあった箇

所（平成２６年度下校時追加配置校：萩山小・南台小・東萩山小）に児童通学確認員の

配置（委託先：（社）シルバー人材センター・委託料：平成２６年度予算額７，５０４

千円）を行い、更に、教育委員会、まちづくり部、環境安全部、警察署、学校・ＰＴＡ

等保護者と合同で、市内小学校（５校）に対して小学校通学路合同実査点検を実施し、

関係所管において通学路上の危険箇所の確認をすることができた。 

Ｂ ②（指導室）安全教育の推進 

・他校の事例を紹介し、各学校が「セーフティ教室」を計画したことで、家庭や地域と連

携した非行・犯罪防止教育を推進することができた。 

・市内全小学校において、地域の状況に合わせて「地域安全マップ」の作成を行ったこと

で、児童の危機管理意識を醸成するとともに地域・保護者の安全管理への意識を向上さ

せることができた。 

今後の取組の方向性 

①（学務課）今後においても、状況に応じ児童通学確認員（平成２７年度下校時追加配置校：大

岱小・北山小・秋津東小）の適宜有効活用を図り、学校・保護者・地域・関係機関の方々と連

携し児童の安全確保に努めていく。また、平成２７年度より、児童の安全・防犯上の観点から

小学校通学路上に防犯カメラの設置を行う。（小学校３校各３台） 

②（指導室）児童・生徒の危機管理意識を向上させるためにも次年度も継続して実施する。 
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（１０）学校施設の老朽化対策や教育環境の改善を図る。また、災害時の緊急避難場所

としての機能を確保する為、安全対策の整備を推進する。 

担当課：庶務課 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（庶務課）外壁改修工事の実施 

・小学校７校、中学校５校の外壁改修工事を完了し、児童・生徒の安全確保を図ることが

できた。 

Ｂ ②（庶務課）トイレ改修工事の実施 

・小学校２校、中学校２校についてトイレ改修工事を完了し、児童・生徒の教育環境の改

善を図ることができた。 

Ｂ ③（庶務課）水飲栓直結給水化工事の実施 

・小学校３校、中学校２校について水飲栓直結給水化工事を完了し、児童・生徒の教育環

境の改善を図ることができた。 

今後の取組の方向性 

①（庶務課）当面予定していた外壁改修工事は完了した。 

②（庶務課）平成２７年度において小学校４校についてトイレ改修工事を実施する。 

③（庶務課）平成２７年度において小学校３校、中学校２校について水飲栓直結給水化工事を実

施する。 

 

 

（１１）学校をはじめとする教育施設は市民の共有財産であるとの観点から、学校施

設・機能の開放や施設の一層の効率的な運営を図る。 

担当課：庶務課・社会教育課・市民スポーツ課・公民館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（庶務課）学校施設の開放 

・学校行事・学校施設コミュニティ開放等の使用のない時間帯において、学校施設の開放

に努めた。（２６年度申請件数：３０７件） 

【平成２５年度申請件数：２６８件】 



 

- 49 - 

Ｂ ②（社会教育課）学校施設コミュニティ開放事業 

・市民の多様なニーズに対応し、学校施設を学校教育以外にも活用するため、施設の開放

を積極的に行い、地域のコミュニティセンターとして、また、生涯学習の場として活用

された。 

各学校単位で、学校施設コミュニティ開放推進委員会が組織され、地域住民の自主的な

関わりの中で積極的に運営された。 

Ｂ ③（市民スポーツ課）学校施設コミュニティ開放事業（スポーツ開放） 

・学校施設コミュニティ開放事業の一環として、市民のスポーツ活動等を支援するため、 

市内小中学校の校庭及び体育館、テニスコート（テニスコートは中学校のみ）を開放し

た。 

・開放実績（延べ人数） 

校 庭    １６７，６４４人【平成２５年度実績：１６３，３７９人】 

体育館    ２０３，０４８人【平成２５年度実績：２１９，９６１人】 

テニスコート   １，２１０人（※中学校のみ実施） 

【平成２５年度実績：１，６３３人】 

Ａ ④（公民館）ロビーコンサートの開催 

・公民館を利用しているサークル団体と協働して１階展示室で新規にロビーコンサートを

開催した。（開催３回 参加者４０３人） 

今後の取組の方向性 

①（庶務課）継続して可能な時間帯については開放していく。 

②（社会教育課）学校教育に支障がない範囲での施設開放であるため、使用に制限はあるが地域

と学校が連携し効率的な運営に努め継続していく。 

③（市民スポーツ課）学校施設を最大限有効・適正に活用するために、更新年度である平成２７

年において登録申請時における提出書類および審査方法を徹底する。 

④（公民館）ロビーコンサートなど公民館の利用団体と協働して事業をおこない、施設の有効利

用を計り、活性化に努めていく。 

しかしながら、平成２７年７月より平成２８年２月まで、中央公民館は耐震化工事に伴い閉館

するため、平成２７年度実施は行わない。工事期間中は中央公民館利用団体には簡易的な手続

きで地区公民館等を利用して頂けるよう受付の改善を行う。 
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髙 山  博 之  

（京都教育大学名誉教授） 

 

はじめに 

行政の諸施策は、 常に何らかの目標達成を意図して行なわれるから、その執行状

況の点検と目標達成度の評価は当然必要になる。評価の結果判明した課題は次の

施策に引き継がれることになる。目標設定と評価活動を曖昧にしておくと優れた施策

は実行できず、行政への不満を醸成することになる。 

一般的な評価の手順は次の通りである。①基本的な中核目標の設定→②目標の

具体化 (具体目標) →③点検・評価の観点及び評価規準の設定（具体目標に沿っ

て設定、達成度も設定）→④点検・評価の実施→⑤達成度を吟味し評定する（Ａ,Ｂな

ど）→⑥課題を見つけ新しい目標を設定。 

本市教育委員会の教育施策は、まず大きく「教育目標」を掲げ(上の①に相当)、そ

の目標に沿って四つの基本方針を立て(①の分析)、基本方針を分析して（１）、（２）…

の大きな施策を定め(②に相当)、それらを具現化する具体的な施策と評価規準を示

し点検・評価する構成になっている。 

構成は筋が通っており分かり易い。大切なことは、教育目標、基本方針、各施策、

評価規準などの整合性である。この点に関する検討は継続して行なわれなければな

らず、評価の場や規準、評定(Ａ, Ｂ…)の根拠、達成度などについても常に見直しが

必要であろう。 

概して、施策に関する言葉が難しく曖味になりがちであるが、特に 「達成度及び施

策の取組状況」 の項は具体性が必要であるから、場合によっては、箇条書きで示す

工夫もほしい。標題をつけている点は良いと思う。 

 

１、基本方針１の点検と評価 

人権尊重と生命の尊重、権利・義務や自立した個人などの社会生活の基本的ルー

ル、公共心をもとにした社会貢献の精神の三本柱による施策である。 
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（１）の施策は、本市が長年積み上げてきた「いのちとこころの教育」で、その成果に

ついては定評がある。道徳教育とも深く関わる内容であるから、教育週間や公開授業

だけでなく、普段、意図的に実施されている体験的活動や関係する学習計画などを

公開・発表して、子供たちの成長の様子を明らかにしてほしいと思う。 

（２）の人権尊重教育については、身近にある全生園の歴史を中心に学習を広げる

ことができる。 現に学習計画は、幅広く人権の問題に発展しているようで、その成果

は期待できる。東村山七中の実践とは何なのか、具体的に示してほしい。③に体験活

動、交流活動の目標が掲げられているが、計画的な福祉体験や清掃などの奉仕活動

を、特に中学校中心に実施できないものか検討が待たれる。これらの事柄は、社会教

育関係の施策と関係があり、家庭、地域、学校の連携が特に求められる。道徳教育は、

公開授業では成果を挙げているようで大変良いと評価できるが、座学だけでは効果

が薄いことは当然であるから、座学からの脱却が重要であろう。 

（３）のいじめや不登校の問題は、全国的に深刻な課題である。施策①、③の評定

はAであるが、いじめ防止や不登校への対策は多角的な取り組みが見られ成果が上

がっていることが分かる。この点、 高く評価できると共に、指導室の意気込みが頼もし

く感ずる。生徒会サミットも毎年実施されているようであるが、生徒自身の取り組みとし

て注目され、教育支援課の希望学級、カウンセラー活用も期待できる。しかし、基本

的に大切なことは、全ての教員一人一人の「子供を見る目」を育てる、その資質向上

を図ることにあるから、その点に関する施策を鋭意進めてほしい。 

（４）の①～②は、学校教育と連携して実施されている社会教育の施策であり地域

諸団体の活動が注日される。例年の「輝け！東村山っ子育成塾」や「なぎさ体験塾」の

成果は体験学習として定評があり、さらなる発展を期待したい。新しい試みの「八国山

芸術祭」の成長も楽しみである。体験活動をベースとした学習には、思いがけない危

険が潜んでいることも多いが、それを恐れて指導を避けるのではなく、リスク教育を充

実させて積極的に取り組むことが望まれる。 

③は社会生活上のルール遵守、規範意識育成などに関する施策であるが、生活指

導主任会の努力を多としたい。社会全体のモラル低下が憂慮され、特に情報機器の

発達による新しい問題が浮上、 強力な対策が求められている。 

近年、教育関係の学会などでは「シチズンシップ教育」が重視されてきたが、道徳

科の創設とあいまって、現場におけるモラルの教育の研究、実践が強く求められる。

④、⑤の防災・安全教育にはかなり力を入れており、大変良いと思う。災害が増加し多
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様化する傾向があるが、施策のさらなる強化、前述のリスク教育(防災、減災の考え方

をさらに進め、災害の歴史や実態を学ぶ、危機管理能力や自助・共助の意識を育て

るなど) の充実を期待したい。図書館では、これらの関係図書の選定に配慮すること

も大事である。 

 

２、基本方針２の点検と評価  

学校教育の中核であり、広い視野に立った目標の立て方は良いと思う。標題は「豊

かな個性」 と 「創造力」の伸長となっているが、多くの要素が入っており、理解しにく

いところがある。思考力、判断力、表現力などの資質・能力、基礎的な学力、個性と創

造力、独創性、自己実現などの用語が並ぶが相互の関係を吟味して、文章を分かり

やすくする必要があろう。 

（１）①の校種間の連携を重視した教育は目下の大きな教育課題であるから、積極

的な推進を期待したい。 ②は研究の奨励、教育課程の改善に関することであり、指

導室の努力を多としたい。ただ、施策は理解できるが教育課程や研究結果の特徴や

課題についての記述や評価がないので、内容はよくは分からない。人材育成、独創

性、多様な教育手法などの大きな目標は、①、②の施策でどう成果を生んだのか検

討してほしい。 

（２）には、文化理解をもとに郷土を見つめる、日本人としてのアイデンティティを育

てるなどの項目があるが、そのねらいや学習の筋道は明快で大変良いと思う。ふるさ

と歴史館と学校の連携は注目すべき良き事例で、伝統文化の伝達、展示や出前授

業などは優れた試みである。特別展示を見る、体験学習に参加するなどで、歴史館

や八国山たいけんの里を訪れる子供たちが増えるよう学校の指導を期待したい。 

（３）は、確かな学力形成のためのねらいと施策である。①の習熟度別、少人数指

導、ティームティーチングに力を入れている点や、②の授業改善推進プランは大きな

成果が期待できる。また、基礎学力向上推進委員会が、算数指導などの面で具体的

な成果を挙げており高く評価したい。大切なことは毎日の普通の授業の在り方に視

点を当てることである。改善プランはどう活用されているか、研究授業や校内研究な

どは、どの程度、どのように行なわれているのかなどを知りたい。 

個別指導や習熟度別指導が重要であることは言うまでもないが、「集団の中の個」

「集団の教育」 などの視点を軽視する傾向が一部に認められるので注意したい。「家

庭教育の手引き書」 は、時宜を得た試みである。 
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（４）の特別支援教育は、相談支援体制、他の学校や関係機関との連携など努力が

窺える。②の小・中学校に在籍する児童・生徒への教育支援は課題も多いであろうが、

インクルーシブ教育を充実させる方向をさらに進めてほしいと思う。（５）については、

体験学習としての期待はできるが、体験の場の確保やリスク面に課題が多いと思う。

実態はどうなのか。（６）についてはイベントの計画や実施に苦心が多いことと推察する。

施策②の体力向上の内容が注目されるが、体力の実態を把握できたとしているものの、

どのような問題点があるのか、どのように対応したのかが分からない。 

（７）のI C T活用の授業に関しては様々に議論が行なわれているが、本市の場合は

どうなのであろうか。情報モラルの教育も含めて研究体制を整え、公開、地域連携をも

考えてみたい。（８）の読書指導も、情報教育と関連づけて進めることが大切であろう。 

ある子供が「夏休みの課題で本を３冊読むことになっているが、なるべく薄い本を探し

ている」 と言った。 本を選択する規準は厚いか薄いかで、頁数の薄いものを選ぼうと

しているのである。情報教育も同様であるが、何のために何を読ませるのかという指導

のねらいがなければならない。教員と保護者がその課題を共有することが大切であろ

う。読書指導などでも図書館の活動が活発な点を高く評価したい。 

（９）の環境教育については、省エネや食事に関することなど身近な生活の課題を

体験的に捉えさせる方法は良い。 E S D (持続可能な開発のための教育) にも目を

向けている点も評価できる。エネルギーや環境に関わる内容の学習を社会科、理科、

家庭科などの教科や総合的な学習の指導計画にきちんと位置づけることがまず必要

であり、教員の研修も緊急の課題である。 

 

３、 基本方針３の点検と評価 

生涯学習に関わる分野が中心であるが、標題の「総合的な教育力」 を具体化して

示すことがまず必要であろう。平易に記述することも大事である。生涯学習への支援、

社会教育関係の各施設の機能発揮、伝統・文化と市民文化の創造、文化財の保護と

活用、生涯スポーツ社会の実現、この柱立ては明快である。（１）の施策①、人材バン

クや情報コーナーの利用がC評定になっているが、生涯学習関係のイベント、講座な

どへの補助金、開催手続き、開催施設の提供 (公民館利用や学校開放)などの課題

を総合的に検討する必要があるのではないか。施策②の放課後子ども教室、ふるさと

歴史館などに見るボランティア活動、スポーツ環境整備や体力づくりなどを検討して

みると、将来に向けて大きく期待が持てる。 
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（２）の社会教育関係の各施設は、それぞれに創意工夫をし機能を発揮して市民の

文化、スポーツに貢献していることがよく分かる。その努力は今後の発展に繁がること

は間違いない。市民の参加をどう増やすか、自治会の活動や学校教育などと連動さ

せうるかなどの課題に取り組んでほしい。（３）の市民の文化の創造や交流についても

同様の感想を持つ。施策②の公民館の事業がC評定になっているのを見ると、広報

活動の問題かとも推測する。 

（４）の文化財保護と活用の事業は、市民の関心が概して薄いのが実態であろうが、

大変重要な課題で、ふるさと歴史館の①～⑤の施策どれを見ても良くやっていると高

く評価している。市民の関心を高め参加を促すために大勢の人の知恵を集めたい。

施設や駐車場の問題、広報の問題などのほか、市の観光事業や学校教育との連携

など抜本的な施策が求められる。 

(5)の生涯スポーツ社会実現の施策は、スポーツ都市宣言政策の積み重ねもあり、

充実した体制ができているように思う。他方、学校体育との関係はどう進んでいるのか、

具体的に示してほしいと思う。      

 

４、基本方針４の点検と評価 

家庭・学校・地域の協働と市民の教育参加、学校経営の改革など本市の教育行政

の根幹を示すもので、積極的な意気込みを感ずる。先にも述べたが、一般の人にも

分かりやすい文、語句を使うよう留意してほしい。カタカナ語句の濫用も禁物である 

(例えば、市民感覚と経営感覚、透明性の高い開かれた学校経営、自己有用感、職

層やライフステージ等々)。 

（１）の二学期制は元の三学期制に戻している学校もあると聞いているが、１０年目

で再評価するという方向は良いと思う。 （２）の中１ギャップ対応、小・中学校連携強

化の方向も大いに期待できる。小・中一貫教育の研究、実践は全国的に大きな潮流

になっており、積極的な取り組みが望まれる。施設の問題その他、様々な隘路があろ

うかと思うが、まずは教員の意識改革と研究姿勢、小・中相互の教員の交流が大切で

あろう。出前授業も小・中両方の教員が相互に行なうことが必要であろう。 

（３）と（４）は、学校教育の中核的な課題である。学校教育の質の向上は、殆どは校

長の優れたリーダーシップと教員の資質・能力の高さに負っている。教員のやる気や

保護者、地域住民の協力を引き出す校長の見識と経営能力、強い使命感と実践的指

導力を持った教員集団、サポートする行政機関、これらの力があいまって学校の教育
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力が発展する。研修内容は、これらの関係を踏まえ何が必要なのか十分検討する必

要がある。               

本市の校長及び教員の研修は、職層別の内容、回数など充実していると見られる。

具体的な研修内容は分からないが、職務内容や服務規律だけでなく教員としての教

養、人間観に関わる事柄、子供理解などにも目を向けたい。授業研究は最も基本であ

るが、全教員が毎年1回は研究授業を行なうなどは無理なことであろうか。                                                  

近年、教育関係の研究会や学会などへの現場教員の参加が少ないのが実態であ

るが、授業研究や教材研究が疎かになったら教育の質が落ちるのは当然である。定

期的に研究レポートを公にする、実践報告をするなどの研修体制を常態にするのは

難しい願望であろうか。「教員は、実践者であり、同時に研究者でもある」 との自負を

是非持ってもらいたい。 

（５）の個人情報管理の施策は、文面から具体的な方法を知ることはできないが、大

きな社会的課題であるので、 基準を設け取り組みを強化するよう期待する。（６）の保

護者、地域住民等の人材活用に関する指導室の施策と、（８）の社会教育課による教

育ネットワークづくりとは相通ずる所があり、いずれも注目される施策であるから、提携

して幅の広い活動に盛り上げてほしい。（６）は学生の派遣から、 さらに広げた人材活

用施策として展開してはどうか。 

（７）の学校評議員制度は、私自身も経験しているが、活用方法を十分に吟味しな

ければ形骸化する恐れがあろう。学校評議員全体会は大きな成果が期待され、高く評

価したい。評議員自身が何らかの形で実践場面に参加し、問題意識を確かめる機会

を設けることが必要だと思う。 

（９）、（１０）は、安全確保、安全教育という面で共通した目標を持っている。担当部

署は異なるが、 十分に連携をとって施策を進めてほしい。 

児童の登下校の際、シルバー人材センターの通学確認員の活動などを見ると、「有

り難う」という気持ちになる。さらなる活躍を期待したい。（１１）は、学校施設・機能の開

放、効率的な運営を一層推進していることが分かるが、大変良い方向だと思う。「学校

に地域のコミュニティセンタ一としての機能を持たせよう、学校は地域の文化センター

である」 という考え方は古くからあるが、特に都市においては施設や運営その他様々

な間題があって、実現は容易ではない。本市の場合は、 施策①～④で見る限り、施

設の利用の面はかなり効率的に進んできているように思う。コミュニティセンターとして

の学校の役割は何なのか、市民が協力すべきことは何なのか等々、今後のために多
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角的に検討する必要があろう。 

おわりに                                                           

国を挙げての教育改革が急ピッチで進んでいる。 国内外とも社会の変動が激しく、

また情報革命とも言うべき状況、玉石混淆の情報の氾濫に人々は翻弄され、教育は

常に後手に回っているという感がある。しかし、教育の基本的な役割は、広い視野に

立って文化・伝統を継承し、現代を見つめ未来を志向するところにある。みだりに今あ

る状況に迎合して右往左往するのではなく、本分を守り地道な発展を目指すべきで

あろう。地方創生への貢献も重要な眼目であるが、「東村山らしさ」「郷土の特性」 を

どうとらえるか、施策にどう活かすかなど検討してほしい。 

平成２７年度の「東村山市教育委員会主要施策９の取組」 は充実した内容である

と思う。これを実践部門にどう活かすか、どう具体化するかについて期待を持って見

守りたい。優れた実践者の知恵を結集できればと思う。 

教育実践の現場を確認せずに報告書の内容だけで点検・評価したのである

が、誤解や見当はずれなことが多いのではないかと危惧している。全体を通

してみて、施策が多岐にわたっている点にまず驚く。行政や学校、社会教育

現場が、きめ細かく課題に対応し成果を挙げていることに敬意を表したい。

当局の努力を多とすると共に、本市の教育の益々の発展を願っている。 
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高 橋  秀 美  

   （元国立音楽大学教授） 

 

 

１ 基本方針の下位項目の改定等に関する概括的検討 

(１) 基本方針の下位項目の改定 

平成 26 年度の基本方針の下位項目は、43 項目からなる。その内、文言の 

改定が 11 項目（25.6％）で、内容の改定が次の 5 項目（11.6％）で行われた。 

即ち、基本方針１－（４）－④には「防災教育」が、基本方針２－（４）

－①には、「幼稚園・保育所」と「相談機関等」が、基本方針３－（５）には、

「スポーツを生涯の友とする～」が、基本方針４－（１）には、二学期制の

「よさを生かし」が、基本方針４－（10）には、「災害時の緊急避難場所とし

ての～」が、加えられた。いずれも適宜適切な改定である。 

 更に、下位項目について、平成 25 年度には一つの項目として示していたも

のを複数の項目に分けたり、記載の順序を組み替えたりもしている。 

このように、基本方針の下位項目を常に見直し、必要な内容等を付加し、

取組全体の一貫性整合性を図り、教育目標達成に向けて有効適切な事業執行

に努めることは必要であり、高く評価したい。 

(２) 事業数と新規事業 

 平成 26 年度の総事業数は 95 である。平成 25 年度の 118 と比べると少な

い。但し、その主な理由は、事業内容を精査し、関連する複数の事業を一つ

の事業としてまとめて記載したり、重複記載を避けたりしたためで、事業規

模の縮小を意味するものではない。このような見直しも、基本方針との関連

を明確にするために大切なことである。 

 また、「施策の取組状況」及び「今後の取組の方向性」の記述も、多くが全

面又は部分改訂されている。実施回数や参加者数等の実績に関する記載は、

「有」が 65（68.4％）、「無」が 30（31.6％）である。平成 25 年度の記載「有」

が 67（56.8％）、「無」が 51（43.2％）と比べると、平成 26 年度は記載「有」
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が格段に増え、工夫・改善の努力が伝わる記述となっており評価したい。 

 新規事業（平成 25 年度に記載のない事業）は、学務課の「親子料理教室」、

社会教育課の「八国山芸術祭」「放課後子ども教室」、市民スポーツ課の「ス

ポーツ環境の整備」「生涯スポーツ社会の実現」、公民館の「ロビーコンサー

ト」「ロコトレ教室」（市民スポーツ課との共催）、ふるさと歴史館の「祭囃子

の出前授業」「市有形文化財指定（諏訪神社本殿）」「下宅部遺跡展」「下宅部

遺跡関連体験事業」の計 11 事業（11.6％）である。これらは市民のニーズや

時機を踏まえ、企画の意図が明確である。また、従前の事業を発展させたも

のもある。今後も新規事業が適宜適切に行われることを期待したい。 

（３）各事業の評定 

 各事業の評定の内訳は、Ａが９（9.5％）、Ｂが 81（85.3％）、Ｃが４（4.2％）、

Ｄが１（1.1％）である。平成 25 年度は、Ｓが４(3.4％)、Ａが 110（93.2％）、

Ｂが４（3.4％）、ＣとＤが０である。評定の規準が異なり、比較は難しい。 

 平成 26 年度の評定Ｂは、事業数に占める割合の大きさから、「標準」を示

していると考えられる。今後、評定Ａの割合が増えることを期待したい。 

  

２ 「まちづくり」を担う人材の育成 

教育委員会紹介リ－フレット「東村山の学校教育」は、教育委員会標語「共

創と連環」を掲げている。「まちづくり」を担う人材育成のための取組は、「共

創と連環」に基づく統一性と一貫性があり、高く評価したい。 

（１）「共創」の取組 

教育委員会による「共創」の取組として、①学校の教育活動への支援、②

関係団体・個人やボランティアとの連携とそれらへの支援、がある。 

① の例としては、指導室担当の人権教育推進委員会によるハンセン病資料 

館のフィールドワークの実施と指導資料の活用方法の検討等の取組がある。

また、指導室と教育支援課との両方に記載のあるスクールカウンセラーによ

る小５、中１の全員面接は、平成 25 年度には記載がないが、児童生徒が心身

共に安定した学校生活を過ごす上で大切な取組である。これらが市立学校全

体で取り組まれているところに大きな意味がある。 

 図書館は、学校及び学校図書館への支援として学校を対象とした図書の貸

出やブックトーク訪問を行い、冊数・校数とも増えている。評価したい。 
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平成 25 年度に新設された教育支援課の特別支援教育に関わる取組は、学校

経営や指導・実践の点から期待が大きい。インクルーシブ教育システムの構

築が重要な課題となる中、同課の役割は更に大きくなると考えられる。 

② の例としては、ふるさと歴史館の伝統的な年中行事と技、祭囃子の出前 

授業がある。これらは文化伝承サポーターや機織講座会員等との連携・協力

なしには成立しない。同様に、図書館は読み聞かせなど子どもの読書に関わ

る市民活動の支援を実施している。このように児童生徒が市民ボランティア

と接することは、地域社会の一員としての自覚を高める上で大切である。 

 指導室の教育学生ボランティアの派遣と社会教育課の生涯学習人材バンク

への支援は、その趣旨の達成のため、今後の取組に期待したい。 

（２）「連環」の取組 

教育委員会による「連環」の取組として、①校種（園）間の連携・協力、

②異世代間の参加・協力・交流等、がある。 

① の例としては、指導室の幼稚園・保育所・小学校の連携、小中学校の 

連携、教育支援課の就学・転学・入級に関する相談支援体制の整備がある。

これらは、校種（園）間のギャップを少なくして学校生活への適応を図ろう

とするもので、不登校、いじめ、校内暴力等への対応としても意味がある。 

 また、指導室担当の算数基礎ドリルの作成・活用や小中合同の体力つくり

検討委員会による体力向上の取組は、小中連携による学力・体力両面の向上

を図ろうとするもので、高く評価し、その結果に注目したい。 

② の例としては、学務課と市民スポーツ課との共催による親子参加のスポ 

ーツ・食育教室（スポーツ教室は前年度比で 2 倍以上の参加者増）、公民館の

親子講座（夏休みバス見学や料理講座）、図書館の夏休み親子図書館体験や親

子豆本作り教室がある。家庭の教育力の向上に資する大切な取組である。 

また、社会教育課の八国山芸術祭（市内中高生の部活動等の成果の発表）

が青年前期の世代を、市民スポーツ課の各種スポーツ教室（幼児から高齢者

等を対象）や市民運動会（延 6,270 人が参加）が幅広い世代を対象にしてい

る。高校生以上の若年層を引き付け得る取組として期待したい。 

 社会教育課の放課後子ども教室は、現在 4 校に開設されており、ボランテ

ィアの安全管理員が参画している。異世代間の交流の面からも注目したい。 
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３ 基本方針に掲げる諸施策の執行状況について 

(１) 基本方針１「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成について 

 「いのちとこころの教育」は、当市の特色ある取組である。2 月の「いの

ちとこころの教育週間」では、各課が単独又は他課との共催で人権教育や道

徳教育を、学校・家庭・地域と連携して、広く市民に公開して実施した。 

 例えば、市立学校の多くは、同週間の趣旨を踏まえ、道徳授業地区公開講

座と学校公開とを関連付けて実施し、前年度比で 1.5 倍の保護者・地域住民

の参加を得た。また、社会教育課は、中学生人権作文の発表等を内容とする

「市民の集い」を実施し、図書館は、「全生園とハンセン病を知るーブックリ

ストと資料（第 4 版）」やブックリスト「みとめあうってすてきだね（１～４）」

を発行した。このような一斉の取組は、意識啓発に有効である。 

 指導室のいじめ防止対策の取組は、いじめ防止等のための基本的な方針の

策定やいじめ実態調査（年 3 回）の実施、生徒会サミットの開催など多岐に

わたる。学校においては、それらを踏まえ、未然防止や発生時の対応に組織

的な取組が求められる。また、不登校への対応として、平成 27 年度よりソー

シャルワーカーを設置するとある。その有効活用と条件整備が期待される。 

 ところで、指導室の小学校における着衣水泳の実施や男女平等教育の推進

状況の確認等の取組は、平成 26 年度の新たな内容であり、評価したい。 

（２）基本方針２「豊かな個性」と「創造力の伸長」について 

 確かな学力を育成するため、指導室は、指導方法工夫改善加配、授業改善

推進プランの活用、算数基礎ドリルの作成・活用等に取り組んでいる。各学

校における有効適切な実施を支援するため、教育委員会定例訪問等による教

育課程の適正管理は重要な意味をもつ。 

 ところで、学力と基本的な生活・学習習慣の確立や読書とは一定の相関関

係があるとされる。指導室の「家庭教育手引書」の作成・活用を評価したい。 

 読書活動推進については、学務課の蔵書内容・冊数の充実、指導室の学校

図書館専任司書の配置と担当者連絡会の開催、図書館の図書館利用者への読

書推進、学校及び学校図書館への支援、子どもの読書に関わる市民活動の支

援など様々な取組が行われている。これらの取組は重要で、期待は大きい。 

 なお、健康の保持増進とかかわって食育の推進は重要である。学校給食に

おける食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応は課題である。 
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（３）基本方針３「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実について 

 図書館は、資料提供の充実と図書館関連団体との連携・共催事業の推進に

努めている。「今後の取組の方向性」は、60 歳以上の利用割合の大きいこと

を指摘し、高齢者への配慮を挙げている。その具体化に期待したい。 

 また、公民館は、市民講座を 12 講座開催している。市民からのテーマの募

集、市民講座ボランティアとの協働による企画・運営等により、参加者が 1.3

倍に増加した。知的障害者青年学級やシニア向け講座の参加者も増えており、

これらの取組を評価したい。 

 ふるさと歴史館が講座・講演会・体験事業を 406 本実施し、参加者を着実

に増やしていることや、下宅部遺跡展等の時宜を得た取組を評価したい。 

 社会教育課の市民文化祭（128 団体が参加）と市民スポーツ課の市民運動

会（延約 6,300 人が参加）は、その参加者・団体数の多さから、スポーツに

親しむことや活動成果の発表の場として、市民のニーズが高いことが分かる。 

（４）基本方針４「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進について 

 指導室が担当する、①二学期制は、今後の継続について検討委員会を立ち

上げるととあることに注目したい。また、②階層別研修は、階層型の学校組

織の利点を生かす内容を期待したい。③学校評価及び学校評議員制度は、学

校の教育活動その他の学校運営の改善・充実に役立ててこそ意味がある。取

組状況に、学校が具体的な手立てを講じることができたとあり、評価したい。 

 指導室の防災・安全教育や学務課の安全対策は、今後一層重要性を増す。 

 庶務課が担当する学校施設の老朽化対策や教育環境の改善については、外

壁改装工事が完了し、トイレ改修工事及び水飲栓直結給水化工事は継続する。

快適な環境を得た児童生徒の喜ぶ姿が目に見えるようである。 

 

４ 施策の点検・評価にかかわる課題 

 今回、評定が 4 段階になった。従前は 5 段階であったが、下位の評定は皆

無に等しく、実情は 3 段階であった。今回の 4 段階の方が実情に即している。 

今後の検討課題としては、「施策の取組状況」及び「今後の取組の方向性」

の記載内容の工夫改善がある。但し、今回は、記載内容の全面又は部分改訂

や実績の明記が相当程度行われた。これを高く評価したい。 

なお、本稿は、報告書に依拠して作成している。ご理解をいただきたい。 



 

- 62 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 64 - 

２０東村山市教育委員会訓令第４号 

 

東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の 

状況の点検及び評価実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第２６条の規定に基づき、東村山市教育委員会（以下「委

員会」という。）が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価を実施するために必要な事項を定め、市民に信頼される教育行政を推

進することを目的とする。 

（点検及び評価の対象） 

第２条 点検及び評価の対象とする事務は、毎年度策定する「東村山市教育委員

会の教育目標及び基本方針」に基づく主要施策に関する事務のうち、教育行

政の推進上重要な課題に係るものその他点検及び評価を行うことが必要と認

める事務として委員会が選定したもの（以下「対象事務」という。）とする

とする。 

２ 委員会は、前項の規定による対象事務を選定するときは、あらかじめ、第

４条第１項の規定により置く点検及び評価に関する有識者（同項を除き、以

下「有識者」という。）の意見を聴くことができる。 

（点検及び評価の実施） 

第３条 点検及び評価は、前年度の「東村山市教育委員会の教育目標及び基本

方針」に基づく主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組

の方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

２ 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図るものとする。 

３ 施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の

意見を聴取する機会を設けるものとする。 

４ 委員会において点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書

を作成し、東村山市議会へ提出する。また、報告書は公表するものとする。  
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（点検及び評価に関する有識者） 

第４条 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、委員会に

点検及び評価に関する有識者を置く。 

２ 有識者は、委員会の求めに応じ、教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価の実施にあたり、施策・事業の進捗状況、課題及び今後

の取組の方向性等について、意見を述べるものとする。 

３ 有識者は、３人以内とする。 

４ 有識者は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、委員会が委嘱す

る。 

５ 有識者の委嘱期間は、２年とし、再任することができる。 

６ 有識者は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。当該委嘱を解かれた後も、また、同様とする。 

７ 委員会が委嘱する有識者に対しては、非常勤の特別職の職員の報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和３１年東村山市条例第１２号）に準拠し、予

算の定めるところにより報償費を支払うものとする。 

（委 任） 

第５条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

教育長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則(平成２７年３月２６日教委訓令第１号) 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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東村山市教育委員会 

教育委員会は、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課

程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、

並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し、執行する、

５人の委員をもって組織される合議体の執行機関です。 

教育委員会の会議は、毎月開催する定例会と、必要に応じて開催する臨時

会があります。 

 

東村山市の教育委員 

委員は、東村山市長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術

及び文化に関し識見を有する者のなかから、市長が、東村山市議会の同意を

得て、任命します。委員の任期は４年で、再任されることができます。 

 委員長は、委員のなかから選挙によって選ばれ、教育委員会の会議を主宰

し、教育委員会を代表します。委員長の任期は１年で、再任されることがで

きます。 

 教育長は、委員のなかから、教育委員会が任命し、教育委員会の指揮監督

の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどります。また、

事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督します。 
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教育委員会組織図 

 

教育委員会   教育長      教育部       庶 務 課 

 

                           学 務 課 

                           

                           指 導 室 

 

                           教育支援課 

 

                           社会教育課 

 

                           市民スポーツ課 

 

                           図 書 館 

 

                           公 民 館 

 

                           ふるさと歴史館 

 

                             

                 

 

 市立小学校 

                  （１５校） 

              

市立中学校 

                 （７校・分校１校） 

 

        （平成２７年４月１日現在） 
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東村山市教育委員会教育部の各課・室・館の業務内容 

 

庶務課 

庶務係 

1. 教育行政一般に関すること。 

2. 教育委員会の会議に関すること。 

3. 教育委員会提出議案のとりまとめに関すること。 

4. 事務局職員の人事に係る連絡調整に関すること。 

5. 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。 

6. 奨学資金に関すること。 

7. 教育委員会の所掌に係る予算及び決算の総合調整に関

すること。 

8. 公印の管守に関すること。 

9. 教育委員会の文書の収受、配布及び発送に関すること。 

10. 教育委員会の公告式に関すること。 

11. 教育委員会の所掌に係る教育行政に関する相談に関す

ること。 

12. 教育委員会連合会及び教育長会に関すること。 

13. 教育委員会の庶務に関すること。 

 

施設係 

1. 学校施設の改修等の計画に関すること。 

2. 学校施設の補助金に関すること。 

3. 学校施設台帳の整備に関すること。 

4. 学校財産(土地及び建物)の管理に関すること。 

5. 学校施設に係る調査及び総合調整に関すること。 

6. 教育財産の取得及び処分についての連絡調整に関する

こと。 

7. 学校施設の維持、修繕及び管理に関すること。 
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環境整備係 

1. 学校施設の維持及び修繕に関すること。 

2. 学校の環境整備に関すること。 

3. その他学校用務に関すること。 

 

 

学務課 

学務係 

1. 通学区域及び通学路に関すること。 

2. 児童又は生徒の就学及び転退学その他学籍に関するこ

と。 

3. 学級編制に関すること。 

4. 就学援助に関すること。 

5. 学事調査統計に関すること。 

6. 教材備品の整備に関すること。 

7. 学校備品の管理に関すること。 

8. 予算、決算及び経理等に関すること。 

9. 課の庶務に関すること。 

 

保健給食係 

1. 児童、生徒又は教職員の保健衛生及び安全に関するこ

と(指導室に属するものを除く。)。 

2. 学校給食の運営に関すること。 

3. 調理業務の委託に関すること。 

4. 食育への取り組みに関すること。 

5. 高齢者ふれあい給食に関すること。 

 

指導室 

指導係 

1. 学校教育の指導に関すること。 

2. 教育課程、教科書内容及び教材備品の活用等の研究及
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び指導に関すること。 

3. 教科用図書の採択その他図書に関すること。 

4. 教職員の研修に関すること。 

5. 教育研究及び相談に関すること。 

6. 予算、決算及び経理等に関すること。 

7. 室の庶務に関すること。 

 

教職員係 

1. 教職員の人事に関すること。 

2. 教職員の給与に関すること。 

3. 教職員の賞罰に関すること。 

4. 教職員の福利厚生に関すること。 

5. 教職員の共済組合に関すること。 

6. 教職員の出張その他服務に関すること。 

7. 教職員組合に関すること。 

8. 教職員の免許に関すること。 

9. その他教職員に関すること。 

 

   教育支援課 

      特別支援教育係 

1. 特別支援教育に関すること。 

2. 就学相談に関すること。 

3. 特別支援学級に関すること。 

4. 予算、決算及び経理等に関すること。 

5. 課の庶務に関すること。 

       

教育相談係 

1. 教育相談に関すること。 

2. 市立小・中学校の校内教育相談活動の推進に関するこ

と。 

3. 健全育成学習室（希望学級）に関すること。 
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社会教育課 

社会教育係 

1. 社会教育の総合調整に関すること。 

2. 社会教育に関する教育機関との連絡調整に関すること。 

3. 社会教育団体の指導育成に関すること(他の部署に属

するものを除く。)。 

4. 青少年教育及び青少年健全育成に関すること。 

5. 青少年健全育成施設に関すること。 

6. 成人の日のつどいに関すること。 

7. 青少年問題協議会に関すること。 

8. 青少年委員に関すること。 

9. その他青少年に関すること。 

10. 予算、決算及び経理に関すること。 

11. 課の庶務に関すること。 

 

生涯学習係 

1. 生涯学習推進計画の調整に関すること。 

2. 生涯学習の推進に関すること。 

3. 生涯学習情報の収集、提供及び学習相談に関すること。 

4. 学校開放(遊び場開放、教室開放、土曜開放)に関する

こと。 

5. 芸術文化に関すること。 

6. 社会教育委員に関すること。 

 

市民スポーツ課 

振興係 

1. スポーツ施設の維持管理に関すること。 

2. スポーツ施設の施設計画に関すること。 

3. スポーツ施設の利用に関すること。 



 

- 72 - 

4. スポーツ施設の指定管理者業務の統括に関すること。 

5. 地域スポーツ推進計画に関すること。 

6. スポーツ指導者の育成に関すること。 

7. スポーツ推進審議会に関すること。 

8. スポーツ推進委員に関すること。 

9. スポーツ科学委員会に関すること。 

10. 民間等スポーツ施設の利用に関すること。 

11. 学校施設のスポーツ開放に関すること。 

12. 地域スポーツクラブ等団体の育成及び援助に関するこ

と。 

13. 公益社団法人東村山市体育協会の育成及び援助に関す

ること。 

14. 体力つくり推進委員会に関すること。 

15. 庶務に関すること。 

 

図書館 

運営係 

1. 公印の管守に関すること 

2. 図書館の運営計画及び実施計画に関すること。 

3. 図書館施設の維持管理に関すること。 

4. 図書館電子計算組織の管理に関すること。 

5. 予算、決算及び経理に関すること。 

6. 統計、調査及び広報に関すること。 

7. 施設貸出しに関すること。 

8. 資料のリサイクルに関すること。 

9. 地域児童図書館助成金交付に関すること。 

10. 図書館協議会に関すること。 

11. 他機関との連絡、調整及び協力に関すること。 

12. 利用者に関すること。 

13. 文書事務その他庶務に関すること。 
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奉仕係 

1. 図書館の奉仕計画に関すること。 

2. 蔵書構成の調整に関すること。 

3. 資料の収集、整理、保存及び除籍に関すること。 

4. 資料の貸出し、返却及び閲覧に関すること。 

5. 講演会、展示その他行事の開催に関すること。 

6. 他機関との資料相互貸借、連絡及び協力に関すること。 

7. 地域図書館活動への協力に関すること。 

8. その他資料及び奉仕に関すること。 

 

調査資料係 

1. 読書案内及び調査研究への援助に関すること。 

2. 参考資料に関すること。 

3. 地域行政資料に関すること。 

4. 市民資料に関すること。 

5. 逐次刊行物に関すること。 

6. 東村山市関連新聞記事に関すること。 

7. その他調査資料に関すること。 

 

地区館 

1. 図書館の奉仕計画に関すること。 

2. 図書館施設の維持管理に関すること。 

3. 資料の収集、整理、保存及び除籍に関すること。 

4. 資料の貸出し、返却及び閲覧に関すること。 

5. 講演会、展示その他行事の開催に関すること。 

6. 地域図書館活動への協力に関すること。 

7. 他機関との連絡及び協力に関すること。 

8. その他資料及び利用者に関すること。 

9. 文書事務その他庶務に関すること。 
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公民館 

庶務係 

1. 公印の管守に関すること。 

2. 公民館の施設及び機材器具等の整備、維持管理、貸与

に関すること。 

3. 他機関との連絡、協力に関すること。 

4. 公民館の予算、決算等経理に関すること。 

5. 公民館運営審議会の庶務に関すること。 

6. 公民館の資料、統計、調査、広報に関すること。 

7. 文書事務その他公民館の庶務に関すること。 

8. 他の係に属さないものに関すること。 

9. 公民館の連絡調整に関すること。 

 

事業係 

1. 各種の学級、講座及び教室等の事業の開設に関するこ

と。 

2. 講演会、講習会、討論会、展示会、映画会等の開催に

関すること。 

3. 視聴覚教育に関すること。 

4. 自主グループ等への援助に関すること。 

5. その他、公民館の事業の実施に関すること。 

6. 事業予算の執行に関すること。 

 

 

 

地区館 

1. 公民館の施設及び機材器具等の整理、維持管理、貸与

に関すること。 

2. 他機関との連絡、協力に関すること。 

3. 公民館の事務及び庶務に関すること。 

4. 自主グループ等への援助に関すること。 
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5. その他、公民館の事業の実施に関すること。 

 

ふるさと歴史館 

教育普及係 

1. 公印の管守に関すること。 

2. 東村山ふるさと歴史館協議会に関すること。 

3. 歴史館等の施設の維持管理に関すること。 

4. 歴史館等の教育活動及び学習支援等に関すること。 

5. 歴史館等の予算、決算及び経理等に関すること。 

6. 歴史館等のボランティアに関すること。 

7. 歴史館等の広報に関すること。 

8. その他庶務に関すること。 

 

文化財係 

1. 文化財資料の収集、調査、整理、研究、保存及び活用

に関すること。 

2. 文化財保護審議会に関すること。 

3. 文化財資料の目録及び報告書等の作成に関すること。 

4. 資料の寄贈及び寄託の選定に関すること。 

5. 資料の閲覧及び貸出し等に関すること。 

6. 埋蔵文化財の保護及び調査に関すること。 

7. 文化財保護団体の育成及び支援に関すること。 

8. 歴史的に重要な公文書等の整理、保存及び活用に関す

ること。 

9. その他文化財に関すること。 

        

 

                         （平成２７年４月１日現在） 
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